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ｚ（SMILE 会報告）           

2017.10.26 
               辻  宏 
 

ヴェトナム（Viet Num）の歴史（1）～中国清朝の命名｢越南｣～ 

 

<略歴> 
BC207 中国南部に秦朝に反逆した政権｢南越｣誕生、番禺(現広東)を首都とし、広大な中国南部一帯を支

配した。趙朝と呼ばれ、ヴェトナムの歴史の始めとされる。時代が下り、1802 年ヴェトナム最後の王朝、史上初

めて全土を統一した｢グエン(阮)王朝｣が樹立された。国名の｢南越｣は使用を許されず、｢越南｣が認められた

（p8 参照）。ヴェトナム王朝は清朝に対しては｢越南｣と記すも、他の外国に対しては｢大南（ダイナン）｣国なる

国号を称し、使い分けた。 
BC111～AD939 年：中国支配 1000 年。  
AD939～ ：中国からの独立(中国の侵略､抵抗)、フランス植民地時代、日本の進駐、ホー・チ・ミンによるヴ

ェトナム民主共和国樹立（グエン王朝バオダイ帝退位しグエン王朝終焉）、南部にヴェトナム共和国（サイゴン

政府）。10 年に亘るヴェトナム戦争の後、南北統一の｢ヴェトナム社会主義共和国｣が 1976 年樹立さる。 
 
<建国物語> 

  1．伝説(中国史書)の王､雄王（フン･ヴォン）の建国（BC2880）による。BC2880-BC258 をヴェトナムの揺籃

期、｢ホンバン(鴻厖)紀｣とよぶ。 
  ・中国史書によるとヴェトナム人はシナ(中国)人種で中国南部よりの移住民族。 
 ・また、シナ古代の越国（BC6C）の出とする説。BC333 越が楚に滅ぼされ、越諸部族は南方に避難。集団 
 の 1 つ、貉越(ラクベト)が後にヴェトナム人となった。彼らは BC4C 末浙江省を発ち、BC3C 広西に達し、 
 トンキン及びヴェトナム一帯に広がった。この貉越が、半ば伝説とされるヴェトナム最初の国家、文郎国    
 （史書には南中国一帯と記される、BC2880-BC258）で、貉王がフン･ヴォンであるという。  
 貉越は平野部に居住、北部ヴェトナムのデルタ地帯、沿岸地帯等で、封建的、階級的社会を組織した。 

文郎国の社会は高度に発展した文化を持ち、王は土地を開墾し、穀物を植えることを教えた。また、石 
の磨製の鍬を使い、焼畑耕作を行い、水田耕作で二期作を行っていた。 
 

2．タイオウ(西甌)がこれを滅ぼし、甌貉（オウラク）王国（BC258-208）を樹立。        甌貉 
 ・青銅器が栄えたドンソン文化の時代。 

 
（備考） 
 インドシナ半島はヒマラヤの造山運動によってできた地球のしわであり、かつて海底の山がせりあがった。 
 大量の洞窟が在り、安全な居住区を提供した。石器工場も多く発見されている。 

・ソンビ文化：中石器時代末期(BC2-2.5 万年前) 
 ・ホアビン(洞窟)文化：狩猟･採取時代（BC8 千-1.2 万年前､別に 3-5 千年説）、広く東南アに存在。 

・バクソン文化：稲作開始（BC5-6 千年）、丘陵地帯で精巧な礫石の磨製石器。 
～ソンビ､ホアビン､バクソンの文化層が重層的に発掘されている。～ 

・フングエン文化：石器･青銅器､BC2 千年、この頃から北部丘陵地帯居住者がデルタ地帯、平野部に定着。 
・ドンソン青銅器文化：BC800-300～BC4C／BC4～3C の 2 段階。住居跡から高い鋳造技術の青銅鼓(祭事器)。 
 東南アに広がった文化の発祥地。 

  
3．BC207 南越王国（ナムべト､BC207-BC111)創設。 
 ・BC221 中国で秦の始皇帝が中国を統一した。ヴェトナムに侵攻させた趙侘（チョウ・タ）が、秦朝末期の (秦) 
  中国全土の混乱に乗じ、独立国の創建を企て、ヴェトナムの甌貉王国を陥落、次いで BC207 南越   南越 

（ナンベト）国を創建した（首都：番禺(広州）)。 
中国では、BC202 漢が成立した。                    (漢) 
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<中国によるヴェトナムの支配（BC111～AD939）> 

1．第 1 期(BC111～AD39)  
 ～漢（前漢 BC202-AD8､王莽の反乱 8-23）によるヴェト 

ナム支配（BC111-AD39）。    
 ・趙侘が死ぬと、漢軍は攻撃を仕掛け、趙氏は滅んだ。 

1000 年に亘る中国のヴェトナム支配は漢の時代のこ 
の時に始まる。 

  漢は、中国の 6 郡に甌貉国（交趾､九真､日南の 3 郡）           (交趾) 
を合わせて交州とし、漢の行政組織を適用した。              <交州 

 うち交趾（除､山岳地帯の東京地方）、東京デルタ南部､ 
中部地域北部の 3 郡が現在のヴェトナムである。                   
1000 年に亘る中国支配の間、中国の文物、儒教、農 
耕技術や婚姻儀式の習慣、漢字の導入、学校などが 
導入された。      

 ・ハイ･バ･チュン（徴）（チュン姉妹）の反乱（AD40-44）： 
 母系社会の当時のヴェトナムにあってチュン･チャック 
 (徴側､女性)が、漢の支配体制下における徴税等太守 
 の悪政に反対して挙兵、｢徴王｣となり、ヴェトナムは独 
 立を遂げた（40-44）。中国の支配に反抗し、ヴェトナム 
 はじめての独立であったが、3 年の後鎮圧された。ヴェ           <独立> 
 トナムの抵抗のシンボルとして民族の英雄とされている。 

漢は直接支配を確立する為、屯田を行い、傘下の兵士たちを入植させた。旧来の地方豪族の貉将たち 
の土地を整理し、新しい耕作地を建設し、漢人による直接支配機構をつくりあげた。 
 

2．第 2 期(AD44~544)     
 ～後漢(25-220)、三国（魏､呉､蜀）時代（220-265）、 

晋（265-420）、南北朝（420-589） 

 ・中国の支配下で反乱が相次いだ。この頃中部地方日南 
 （ニャトナム）郡に林邑（チャンパ）国（AD192-1832）がで           ﾁｬﾝﾊﾟ 
 きた。チャム王国*の始まりである。いくつかの支配勢力が 
 割拠していた。           

  * チャム人は 4C からサンスクリット語にもとづく独自の文字 
  を持ち、バラモン・仏教を信仰していた。  
 
 ・バ・チュウ（趙女子）夫人の反乱（AD248）：当時一般的と 
  なっていた漢人とヴェトナム人両者の支配層が共同して 
  漢の横暴な支配に反抗した。ヴェトナムで女性が率いた 
  最後の反乱であり、ヴェトナム古来の支配 層の最後の抵 
  抗であった。  
 ・中国南北朝時代､梁の治下、李賁（リ・ビ）の反乱。544 年      ↓ 

  李賁は自ら南越帝を名乗り皇帝の座（544-547）につい           南越 

  たが後継の 3 代の治世の後、603 年隋に破る。  
                  
 3．第 3 期（548-939）  
  ～隋（581-618）、唐（618-907）、五代十国（907～960）           (隋) (唐) 
  ・中国は唐の時代に入り、唐は 679 年交州を安南都護府           (安南)  
   と改め、12 州を統括して支配した。               ↓ 
   阿倍仲麻呂（701-770）：遣唐留学生として唐に渡り、官僚となり、玄宗皇帝の厚遇を得た。朝衡と名乗り、 
   李白とも親交があった。753 年楚州を出て帰国の途中、暴風雨に遭いヴェトナムに漂着。 



3 
 

   帰国のため楚州に来た時に歌った歌、．．．「天の原ふりさけみれば春日なる三笠の山に出でし月かも」。 
   仲麻呂は再び唐に戻ったが、代宗によって安南都護に任じられヴェトナムに赴任した。ヴェトナムでは、 
   折から、山岳地帯の部族が反乱を起こしたので、紛争地帯におもむき、平定した（朝衡の業績との記 
   録あり）。その後長安に戻り、客死した。          
  唐の時代、ヴェトナムでは紛争が続いた。「フゥン・フン（馮興）の蜂起」（776-791）など。 
 ・南詔（ナムチャウ）国：唐の時代アジア大陸は、北部に渤海、契丹、突厥、唐の西に吐蕃（チベット）、南に 
  南詔が勢力を強めていた。唐は交州を基地に南詔（現雲南省）と交戦、これを制圧した。ヴェトナムは再 
  び中国の支配下に入った。 
 
<ヴェトナムの独立> 
1．ヴェトナム中国支配を脱する（939-944）    

～唐が滅亡（907）し、中国で長い混乱が始まる。        ↓ 
  ・交州の一領主クックが現われ安南節度使を名乗り（905 年）、一族でヴェトナムを実効支配した。中国の 安南節度使 

    支配力の低下に伴い、広州には地方権力による「南漢国」がつくられた（917 年）。南漢王は唐の支配  (南漢国)  
する 秩序を破壊しようとしたが、クックは権力の正統性を主張するため、唐の後継者である後梁に付いた。 
長い間慣習となっていた唐の制度を踏襲し、唐の文物を取り入れ、仏教、道教も普及し、クック一族の支 
配でヴェトナムは一時的に静穏であった。その中から、ゴ・クエン 

   （呉権）が反中国勢力のリーダーとして立った。           ↓ 
   ハロン湾に注ぐバクダン江*で南漢軍を破ったゴ・クエンは                  呉朝 

   939 年王位につき、ヴェトナムは 1000 年にわたる中国からの 
   支配を脱し都をハノイのコーロア（古螺）とし独立した。           ①独立 
   944 年にゴ・クエンが死ぬと、ヴェトナムは群雄割拠の時代                ｺｰﾛｱ 
   となった。  

*バクダン江（白藤江）決戦の奇略、938 年：南漢軍に対し独立を確 
立した抗戦。また 981 年：対北宋軍､1288 年：対元軍。 

   
2.．ヴェトナム真の独立を果たし新しい時代へ （968-979／980-1009）       ハロン湾        

 ～中国の五代の争乱を平定した宋朝（960-1279）による統一  
 ・群雄割拠の中からディン・ボ・リン（丁部領）が登場、中国に依存する勢力を一掃し、中国からの干渉を   ②独立 
 脱し、ヴェトナム史上はじめて独自の力による国家組織を造り上げ、ヴェトナム全体を統一、真の独立 
 を果たした。  

 968 年、国号｢大瞿越（ダイコベト）｣、首都ホアルー（華閭）に置き、最初の独立王国の帝位についた。  大瞿越↓ 

  息子リエンを南越王とした。（｢南越｣は趙侘が皇帝を自称し、漢の朝廷から圧力をかけられた名称。    ﾎｱﾙｰ 
  また、｢大瞿越（ダイコベト）｣の国名は後の李朝が 1054 年に｢大越国｣と改めるまで続いた。         

 ・宋の侵攻を受け反撃。将軍レ・ホアン（黎桓）、皇帝となり、レ（黎）朝、3 代 29 年続く（980-1009）。    ③ﾚ朝 
 

          
    チャンアン           ホアルｰ（華閭） 
         （｢大瞿越｣首都､ 
       968-980） 
 
 
3．ヴェトナムの国の形成（リ・チャン(李･陳)時代､1010-1224／1225-1413）： 
  ・リ（李）王朝（1010～1224）とチャン（陳）王朝（1225～1413）で建国来最初の長期政権。  



4 
 

  国家としてのかたちが形成された。           
 ・リ・コン・ウァン（李公薀､李大祖､リ・タイ・ト）とリ王朝（9 世、215 年間）、中央集権体制の基礎が造られた  ④ﾘ朝 
  時代であった。中央集権体制は知事に任命された王族・貴族たちによって支えられ、王から領地と武 
  装勢力が与えられた。中国宋の大軍の侵略を退け、南のチャンパを攻略しヴェトナム侵攻の力を奪い、 
  安全保障確保。又名君が輩出し、政治・経済・社会組織など国家としての組織整備、国造りが行われた。  ↓ 
   3 代リ・タイン・トン（聖宗）は 1054 年国号を大越（ダイヴィェト）と改め、ホアルウを新首都タンロン（昇龍） 大越 
   に移す。また 1070 年皇帝の子弟に学問を教える場所としてハノイに文廟*（ヴァンミョウ＝孔子廟）が建  ﾀﾝﾛﾝ 
   立された。官吏を選抜する為の最初の科挙が実施され、又 1076 年貴族の子弟が学ぶための国子監 
   が開設され、ヴェトナム最古の大学となった。リ朝では仏教を保護。     
 

     

 

 タンロン(昇龍)城址 

 （｢ハノイ｣の旧称、1010-1804 首都） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     文廟（孔子廟､1070）         一柱寺（1049､リ･タイン･トン建立） 

 
           
 ・中国は宋の時代（960-1279）で、ヴェトナムと中国南部にまたがって居住しているヌン族が反乱を起こし、 
  国を興すまでに至っていた。しかもヌン族支配下の国境地域は金など貴重な鉱物資源が豊富な地域で  (宋) 
  あった。時の宰相王安石は、ヌン族の反乱がヴェトナムの煽動によるとして「交趾（ヴェトナム）を奪うべし」 
  と進言。宋はチャンパと真臘(カンボジア)と共にヴェトナムに侵攻したがヴェトナムの将軍リ・トン・キエト 
  （ヴェトナム大武人の１人）の前に敗北し撤退、国境地帯のヴェトナム領を奪った。  
  1164 年以後宋はこれまでの「交趾国」の呼び方を改め「安南国」とした。以来、外国がヴェトナムを呼ぶ  (交趾国 
  際、正式な国名ではなく、「安南（アンナム）」と呼ぶ習わしとなった。          →安南国) 
 ・リ王朝時代に宋の侵攻を辛うじて防いだが、チャン朝（初代チャン・タイ・トン）に入り、1258 年宋を滅ぼし ⑤ﾁｬﾝ 
  たモンゴル（元）軍（3 万人）の侵攻で一時首都陥落せるも、ヴェトナム総指揮官チャン・クォック・トアンの 
  反攻で元軍の南宋､ヴェトナム侵攻失敗。2 度目 1285 年元軍（50 万人)。3 度目 1287 年（30 万人､艦船 
  500 隻）*。1288 年バクダン江の大勝利（史上 3 度目､ｐ3 参照）。             (元)  
 チャン・クォック・トアン**（陳国唆（陳興道チャン・フン・ダオ））を大王に叙し、救国の英雄と称された。 
 * 日本：文永(1274)／弘安(1281)の役（日本）：2.7～4.0 万人､720～900 艘／14～16 万人､4400 艘 
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 ** 救国の英雄として、全国の町の主要な通りにその名が残る。   
  チャン・クォック・トアンの遺言（略）は、現代にまで語り継がれ、フランスに対する抵抗と独立戦争、対米 
  戦争にあたり、ヴェトナムの民衆がこぞって戦った背景にこの故事がある。 
           
 4．元の侵攻 
  ～チンギス・ハンによるモンゴル帝国建国 13C 初、中国元朝創設 
  ・モンゴルの世界帝国：モンゴル高原⇒（西）ロシア､トルコ､ペルシャ、 （東）チベット､中国､朝鮮⇒元朝⇒ 
   （東南ア）大理王国（雲南タイ族､1253）､バーモ（上ビルマ 1277）､クメール王国（1282）､チャンパ､ペグー 
   王国（下ビルマ）(1283)､バガン王朝（1287）､ジャワ遠征（1292-3）     
 ・ヴェトナムにとっても元の侵攻、国難の時代も 1294 年フビライが死に元の侵略は納まった。  
 
（備考）ヴェトナムの国のかたち（リ・チャン時代） 
  ・それまでの 1000 年に及ぶ中国支配の時代を通して中国の直接支配乃至影響力が及んだのは省・県レベルまで 
  で、ヴェトナム古来の社会システムの基盤の村落共同体の組織は変ることなく維持されていた。中国勢力から独立し 
  た後も村落共同体の自治組織、自主的運営については、皇帝の権限も村落共同体の中まで及ばず、伝統的な「む 
  ら」として非常に強い力をもっていた。 

  ・ヴェトナムの国のかたちの枠組みは王権と族長と農民によって、ヴェトナム独自の歴史のなかで形成された。ゴ・クエ

ン（939-44 豪族出身族長）、ディン・ボ・リン（968-79 省知事の内縁の妻の子）、レ・ホアン（981-1005 ディン家家臣）、

チャン・タイ・トン（1225-58 福建出身､漁業）等。 
  ・農民兵のシステム（チャン朝時代、元軍の 3 度の侵略を跳ね返す、デルタ地区農民でゲリラ戦で抵抗）。 
  ・ヴェトナムは農業国で、歴代王朝は農業を最優先した。 
  ・人口の増加、国家領域の拡大に伴い国家大事業の大堤防・運河の建設、浚渫工事、修復や維持工事。 
  ・仏教の普及発展：インドから渡来した仏教、中国からの道教は長期にわたって平野部に移入され、古来からの土着 
  信仰と接触して広く民衆に浸透した。中国勢力の支配から脱した後、仏教は支配層にも取り入れられた。特にリ朝 
  時代（1010-1224）は歴代国王の信仰するところとなり、ヴェトナムを挙げて仏教が支配的宗教となった。         仏教 
  チャン朝時代（1225-1413）に入って歴代国王は仏教から儒教を基本とするようになり、のちのレ（黎）朝、グエン    
  （阮）朝になると儒教が国家の指導理念形成の思想となる。実際 13 C には仏教（低い身分から出て急速に成長し  儒教 
  た農民の土地所有者）と儒教（貴族・大土地所有者）の間には鋭い対立が存在した。 
 
<明の武力侵攻、再び独立> （レ(黎)朝 1428-1788） 

1．グエン・チャイ（阮廌） 

 ・チャン朝の末期、国王の無力、宮廷官僚の腐敗堕落の中、宮廷官僚出身のホ・クィ・リ（胡季犛）が一時 
  帝王となり、総合的・革新的な改革を図ったが、1406 年明（永楽帝）の介入、併合政策によって敗れた。 
  明は 7 年かけてヴェトナムの抵抗を制圧すると、徹底的な同化政策を強行した。明の風俗習慣の強制、 
  文廟（孔子廟）の建設、祭礼の励行を命じた。    
 ・1418 年地方豪族レ・ロイ（黎利）が反抗ののろしを挙げ、グエン・チャイ* と手を携え、共に 10 年に亘る  (明) 
  戦いの末、明を追い出し 1427 年独立を獲得した。1428 年レ・ロイは明国から「安南国王」に封じられ、  ⇒大越 
  国号「ダイヴィェト（大越）」を回復、トンキン(東京､昇龍城のこと)を都とした。         (安南国) 

 * 政治家､戦略家､思想家､詩人､外交家､歴史家､地理学者､音楽家。           ﾄﾝｷﾝ 
  レ・ロイの掲げた戦いの目的「救国の戦い」を、ヴェトナムの民衆に限ることなく、敵方の明軍が指揮するヴェトナ    
  ム人組織の地方軍のなかにも浸透させた。独立達成の後、レ・ロイの死後、権力闘争に明け暮れる宮廷官僚の 
  陰謀により事件がでっち上げられ、一族もろとも処刑さる。 
  
2．レ・タイン・トン（黎聖宗 1460-97､レ(黎)朝第 4 代）：ヴェトナムの歴史で最も輝かしい時代「光順中興」     ⑥ﾚ朝 
  ・レ・ロイの対明外交政策（封冊(ﾎｳｻｸ)を願い 2 代目を安南国王に封じ、朝貢を約す。朝貢関係を維持し 
   て両国関係安定）。「リ・チャン時代」に形成され始めたヴェトナムという国の形が「レ・タイン・トン」によって 
   明確に形成される。（但し、インドシナ半島北部紅河デルタ地帯に限定された中世の国家として。） 
  ・レ・タイン・トン 1470 年チャンパの侵攻を受けこれを撃退、ヴェトナム中部地域を併合、以後チャンパの 
   ヴェトナム侵攻はなくなり、チャンパは南部の小地域に限定されてしまう。更に、1479 年チャンニン高原 
   （現在のラオ、ジャール平原一帯）を占領してしまった。 
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  ・ヴェトナムの歴史の中で、レ朝が初めて儒教を国の基本原則とした。科挙制度がつくられ、文廟内に国 
   子監（国立大学）、各地に学校が建設された。戸籍調査、人口調査の実施。中央集権化された国家が社 
   会・経済を効率的に運営して行くための法律・規則を定めた洪徳律例を定めた。公田制度の整備等で 
   農業生産の発展に注力。 

 

<南進の時代－「北属南進」のヴェトナムの歴史> 

1．ヴェトナム南方地域 

 ～西暦紀元ころインドシナ半島にインド文明の影響下の国家存在  

  ・メコンデルタ南部：有史前より水利灌漑施設を持つ水田稲作文化、水牛等家畜飼育。 

  民族はマラヨ・ポリネシア語系(太平洋群島地域民族の一)＋モン・クメール語系民族．．．青銅器・鉄器文 

  化、航海術秀る。  

 

 ・「フナム」（扶南）： 

 この地域に 150 年頃定着した民族が国家「ブナム」（「フナム」（扶南））を形成：5-6C 大規模運河を中  ﾌﾅﾑ 
  心とする水利灌漑施設を有し、二期作を含む稲作社会。インドシナで最初にインド化された国家。  
  
 ・「チャンパ王国」（前出 p2）： 

 192 年、ヴェトナム中部フエを中心に出現した国家。チャム族はマラヨ・ポリネシア語族に属し、インド  ﾁｬﾝﾊﾟ 

 文明の影響を大きく受けていた。一つの王国でなく、幾つかの支配勢力が割拠。王都チャキエウ（4C 末 (ﾌｴ) 

  -8C 中､デルタ地帯で国際交易港ホイアン（会安）の西）。 
   4C-5C 中国との間に戦争連続、5C に王都攻略され、8C ジャワの侵略に会う。9-10C インドラヴァル 
  マン Ⅱ･Ⅲ時、中国､ジャワ関係修復｡10-11C 衰退期、11C 北部ヴェトナム（大越国）の圧力、12-13C クメ 
  ール帝国との戦争。-18C にはヴェトナムとの戦争でチャンパ王国はほぼ完全に滅びた。  
 チャム経済は農業、沿岸漁業、航海術が基盤。肉桂樹皮、黒胡椒、黒檀、象牙、沈香、高価木材等の産 

  出品でインド、アラブ、中国、日本との交易が栄えた。  
（備考） 

 ・ミーソン聖域（クアンナム省）、チャム建築はアンコール､ボロブドゥール､バガンに準ずる。インド、ヒンズーの影響を受け  
 ている。カラン(伽藍)と呼ばれる 70 の小塔に囲まれ、カラン（塔）は祭壇を表し、基盤は人間世界を、塔は精神世界を、 
 塔の屋根は聖なる世界須弥山の頂上を象徴している。 
 4C 末の碑文、10C の王の棺､陶器片の出土。8C-9C の寺院建造。煉瓦造りチャンパの塔（7-13C）。 
 ・交易王国チャムの王都の港市ホイアン(会安)は外洋交易の拠点として栄えた。朱印船で来た日本人の居住する日本 
 人町も 16-17C に作られた。           
  ・サヒン文化(中部クァンガイ南。南シナ海－フィリピン､マレー半島､ボルネオ沿岸地帯を中心とする文化圏、マラヨ・ 
   ポリネシア系)、チャンパ王国のルーツ？  

       

 
        ミーソン聖域遺跡 
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 <ホイアン（会安）の街> 

     福建会館（1773） 

 

 

 
   夜の街並み 

 

 

 

 

 

 

 
来遠橋（日本橋） 

 

 

・「真臘」（ブナムの 1 属国、「カンブジア」）： 

 8C にはスマトラ島東部でシュリヴィジャヤ王国が南海交易で栄え、次いでジャワ島の覇権を握ったシャイ 真臘 

 レンドラ王朝が、ボロブドゥール仏教寺院群を建立している。 

  （ブナムは 6C 北方からの真臘の攻撃を受け王都放棄、マレー半島に移り、7C まで存続。） 
  ジャワ勢力は 8C 唐支配下のヴェトナム（交州）に侵攻、安南都護府を蹂躙した。 

  カンボジアは 9C に入ってジャワ勢力からの圧力を脱しアンコール王朝が始まった。 
  アンコール王朝はジャヤヴァルマンⅡ（802-850）に始まり、スーリヤヴァルマンⅡ（1113-1150）の治世下 
  でアンコールワットを建設しアンコール文明最高の時代を迎えた。ヴェトナムに 3 度侵攻、1145 年にはチ 
  ャンパと戦い 4 年にわたりチャンパを支配したが、その死後チャンパに侵略され、徹底的に破壊された。 

  カンボジアはジャヤヴァルマンⅦ（1181-1201）が国王となりチャンパの攻撃の撃退に成功した。アンコー 

  ル王朝伝統のヒンズー信仰から仏教に転換、アンコールトム（大都市国家）を建立している。Ⅶの治世下 

  でインドシナ半島のヴェトナムを除く地域を版図に納めたが、結局アンコール王朝は国力を使い果たして 

  しまい、その死後、急速に衰え始める。 

 

 ・タイ族： 

 1253 年、元がタイ族の国家「大理（南詔）王国」に侵攻して蹂躙した結果、タイ族はチャオプラヤ河流 
  域を南下した。（古く 7C 頃チャオプラヤ川流域にインド化されたドヴァラヴァティ王国があった、モン人の 
  国家と言われる。） 

  タイ族がカンボジア支配を脱して最初の国家である「スコータイ」をチャオプラヤ河流域に形成したのは 

   1238 年であった。1350 年「アユタヤ」王朝が成立した。1767 年にビルマに攻略された。 
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2．南北挟み撃ちのヴェトナム 
  ・北（中国）と南（ブナム､チャンパ､カンボジア､ラオ､シャム）の挟み撃ち状態の中､15C レ･タイン・トンの時 
   代、チャンパ､ラオを破り、チャンパの力の衰えをきっかけに南進を始めた。15C に始まり、17C 本格化。 
  ・ヴェトナム南北抗争の動乱時代： 

A） レ(黎)朝（レ・ロイ 1418～1527→レ・チャン・トン 1533～14 代～1788）  

    vs.マック(莫)氏（王位簒奪 1527～1592） 
   B）レ（黎）･チン氏（鄭:北部紅河デルタ地方)・グエン氏（阮:南部広南､中部フエ)．．．レ･チン･グエン時代 ﾚ･ﾁﾝ･ｸﾞｴﾝ 

→南北抗争時代（チン氏 vs.グエン氏南北 200 年抗争）         
･広南グエン(阮)氏（南部､グエン・キム 1545～）vs.鄭氏（北部､チン・キエム 1539～1787） 

   ･西山（タイソン）グエン（阮）氏（中部、1778～1791）vs. 広南グエン（阮）氏．．．1771 タイソン蜂起 
     →1775 西山勢チン氏軍と和議、南部ジャディン（嘉定）に逃げた広南阮氏グエン・アインを追及。 
    →1787 タイに逃れていたグエン・アインが西山阮氏に反抗。1792 グエン・フエ死去、1801 滅亡。 
    ⇒グエン朝（阮暎､グエン・アイン 1802～） 

 
  ・グエン・フエ（阮恵、西山(タイソン)阮氏､クァンチュン（光中）帝、1788～1792）：史上最大の国民的英雄。 
 1785 年、シャム国（仏国）の援助を受けた南部広南グエン（阮）グエン・アインとメコン河で戦端を開く。 
  ．．．南部における外国勢力（シャム）の侵攻を打ち破ったグエン・フエの歴史的大勝利。 
   1786 年、北に転じ、「レ（黎）を助け、チン（鄭）を滅ぼす」大義を持ってチン氏勢力を追いフエを占領、紅 
   河デルタまで進撃。チン氏により無力化されていたレ(黎)朝の守護を声明し、タンロン（昇龍）をレ・チュ 
   ウ・トンに任せて撤収。その後チン氏の動乱があり、孤立したレ・チュウ・トン帝は清国に救いを求めた。求 
   めに応じて侵攻してきた清により、レ朝は回復され、レ・チュウ・トンは安南国王に封じられる。  (清)↓  

   1788 年、清を導き入れたレ氏を批判、自ら皇帝に即位し、帝王を名乗り、清（進軍 29 万人）を追い落とし   
   タンロンを回復。安南国王。富春（フースアン､フエ）に都。 1792 年グエン・フエ死去。      安南国 
  ・グエン・フエの功績：農村の再建、手工業・交易の奨励、交易（欧）開放政策、独自漢字のヴェトナム語 ﾌｴ 
  「チュノム」の採用、教育改革、宗教改革。ヴェトナム史上最もはげしい農民の反乱をまとめ、既成の権威 
  を打ち崩して新しい世紀を開こうとし、更にシャム・清軍の侵攻を撃退した救国の英雄とされる。 
  Cf. 対中国：チュン姉妹（漢）､リ・トン・キエト（宋）､チャン・フン・ダオ（元）､レ・ロイ（明）､グエン・フエ（清） 
 
3．全国統一 
  ・グエン・アイン（阮暎､広南グエン氏直系唯一の生残り）：根拠地メコンデルタ地帯､「交趾シナ」。       交趾ｼﾅ 
  中部一帯を支配した広南グエン氏は次第に南方へ進出し、1471 年レ・タイン・トンに破られて以来国力 
  の衰えたチャンパの領土を、次々に併合していった。 
  カンボジアは 14C 中以降アユタヤ王朝の攻撃を受け、1431 年にはアンコール地域を放棄、ヴェトナムと 
  の同盟を試みたものの、広南グエン氏に領土を侵食されることとなった。 
  1679 年頃明鄭成功の家臣らが亡命して来、これらを南部に入植させ、南部におけるヴェトナム実質支配 鄭(明) 
  を促進した。1690 年サイゴンのカンボジア副王死後、ジャディン、ミト、ドンナイ、ビエンホアを併合した。 
  更に、1757 年のカンボジアでの反乱に乗じて、デルタ北部を割譲させてしまった。 
  タイではアユタヤ王朝の後に興ったバンコク王朝がカンボジアに介入し、ヴェトナムとの 3 国で王位継承 
  問題を合意した。 
  ・外国勢力支援の下に反抗勢力拡大．．．仏（アドラン司教）､ポルトガル､マラッカ､イギリス､タイ､カンボジア 
  ・ 1783 以降西山（タイソン）軍の追跡を逃れシャム湾の島から島を逃げ回るが、1792 光中帝死去し西山内 
   部弱体化に乗じ、1801 年富春（フエ）攻撃、昇龍(タンロン)で皇帝を捕えた。西山阮朝は終わりを告げた。 
  ・1802 年、レ朝の滅亡とグエン朝の始まりを宣言、フエ（順化）に都をおき、年号をジャロン（嘉隆）と定めた。⑦ｸﾞｴﾝ朝 
   タンロンを回復後ただちに清国に報告、封冊(ﾎｳｻｸ)を請うた。1804 年、清国嘉慶帝は嘉隆に王の印璽  ﾌｴ  
   を授け、「越南（ヴェトナム）」の国名を与えた。グエン・アインは 1806 年皇帝の称号を名乗り、ヴェトナム  越南 
   史上初の全土統一国家を完成した。（阮朝は最初清に｢南越｣（南に越の国がある､この国は大きくて､南 
   の天下を支配している)の号を求めた。清国嘉慶帝は｢越南｣(中国のはるか南方の僻地に越がある､ 更  <ｳﾞｪﾄﾅﾑ 

   にその南方にある国）という国号を与えた。「南越」という国号に阮朝の領土的野心を警戒したと見たか。) 全土統一> 

  ・中国支配からの脱出が政治をつかさどる者の使命であった時代の要請から進み、中国の文物、思想を 
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  取り入れながら、ヴェトナムの独自性を持とうとする動きがでてきた。 
 * ヴェトナムの文学：「征婦吟(ﾁﾝﾌｩｶﾞﾑ)」、「断腸新声」(「金雲翹新伝(ｷﾝ･ｳﾞｧﾝ･ｷｪｳ)」､封建社会からの解放と自 
 由をうたったヴェトナム国民文学の最高峰。6 声音のヴェトナム語をヴェトナム漢字で独自に開発した表記法。 
  ** チュノム（字喃）：リ朝／チャン朝時代は儒学が本格的な学問体系をつくり、国家運営の中心となってきた。    15-20C 
   レ朝／グエン朝には儒学は更に発展した。一般民衆やヴェトナム語を大切にしてきた人たちは、当て字として漢 
   字を利用することを考えた。ヴェトナム独特の文字である「字喃（チュノム）」である。ホ・クイ・リ（チャン朝末期）は 
   8 年で明朝に滅ぼされたが、はじめて公文書にチュノムを採用し、行政改革を行った。グエン・フエも皇帝の座 
   にいた短い期間にチュノムを採用し、公文書、教育に使用、また 4 書 5 経を訳出させた。チュノムの普及に大い 
   なる影響を与えた。チュノムによって描かれた物語や寓話は封建社会のヴェトナムを批判する新しい分野を拓 
   いた。チュノムによる表現方法はヴェトナム人の心情を吐露するのに、漢語によるものよりふさわしかった。 
 
  ・欧州の列強のアジア進出： 

   ポルトガル（1511､マラッカ占領）、スペイン（1571､マニラ占拠）、イギリス（1600､東インド会社設立）、オ 
  ランダ（1602､東インド会社設立）、フランス（1624､宣教師ドゥロード）。ヴェトナムでは、ヨーロッパ勢力は 
 中部のホイアン（1615､グエン氏支配）、北部デルタ（1626､チン氏実権）に進出した。 

   フランス人宣教師 A.ドゥロードはゴア､マラッカ､マカオを経て 1624 年ヴェトナム中部に来、1645 年永久 
   追放されるまで通算 7 年の滞在期間に、ヴェトナム人の原語､風俗､歴史､資源などに深い造詣をもち、著 
   作を残した。ヴェトナム語､ラテン語､ポルトガル語対照事典はヴェトナム語をローマ字で表記した総合辞 
   典となった。（16C 中頃ホイアン在住の日本人修道士が日本語をラテン文字表記していたのが始まり。） 
   フランスがヴェトナムを植民地とすると、インドシナ同化政策で儒教教育を否定し、フランス語の普及政策 
   を実施した。官吏登用試験でも漢文を廃止し、ローマ字化したヴェトナム語の使用を通達し、一般にも普 
   及した。「クォックグウ（国語）」と呼ばれるこの表記法は、現在のヴェトナム語表記として使用されている。   17C~ 
                           
<フランス植民地時代> 

 1847 年 フランスによる軍艦のダナン攻撃事件（1862 年フランス・ヴェトナム条約によるヴェトナム支配） 

 1945 年 第 2 次世界大戦後再びフランスによる支配 

  1954 年 ジュネーブ休戦協定で南北分断 

  1975 年 北ヴェトナム軍によりサイゴン政権（ヴェトナム共和国）消滅、南北統一。 

 

1．グエン（阮）朝、ヴェトナム最後の王朝 
  ジャロン（嘉隆）帝 1802-1819（初代､グエン･アイン､阮暎）：全国統一国家の完成。（上記） 
 行政機構の整備、首都：フエ（順化）。    フエ王宮‐午門（1834） 
 北部：北城（ハノイ）、 
 南部：嘉定城（サイゴン=ホーチミン）に総鎮。  
 ・レ・ヴァン・ズェット（副王）：フランスはじめ外国勢力 
  を引き入れて、当時ヴェトナム中部を支配してい 
  た地方政権グエン（阮）氏を政権の座にのし上げ、 
  ヴェトナム最後の王朝を開いた功績者の一人。 
  グエン朝発足と共に、南部メコンデルタ地帯を統 
  括するジャディン（嘉定）総鎮に任じられた。1813 
  年カンボジア国王がタイと共謀した弟に国を追わ 
  れサイゴンに逃れてきた。レ・ヴァン・ズェットは国 
  王を助け、タイ勢力を排除し、プノンペンに駐留、 
  ヴェトナムのカンボジア支配の道を開いた。 
 ミンマン（明命）帝 1820-41（2 代､グエン･フック・ダム､阮福胶）：中央集権制採用､総鎮を廃し直接統治。 
   外国勢力の援助で基礎を築いたジャロン帝と異なり、儒学を修め、自ら自給自足体制、孤立化政策をと 
   り、鎖国政策を選ぶ。1838 年国号「大南」に。       大南 
   当時、シャムはラオを攻略、ヴェトナム北部で侵攻をはかり、南部の反乱勢力を支援して侵入をはかり、 
   カンボジアをそそのかしてヴェトナムへの侵攻を図っていた。シャムの背後に清国を攻撃しようとする英 
   国があった。キリスト教には徹底した弾圧政策が取られた。 
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  清国と英国のアヘン戦争の結末を見たフランスは、対インドシナ政策で強引な武力制圧をはかった。 
 テェウチ（紹治）帝 1841-47（3 代）：仏の無謀な武力攻勢に屈す。 
 トゥドゥック（嗣徳）帝 1847-83：当初外国勢力に対し強硬策をとる。 
 清国広東で 1856 アロー号事件発生（天津条約）、清国軍と英仏軍間に戦争勃発（1860 北京条約）。 
 アロー戦争の後、仏軍は南部コーチシナに展開、ヴェトナム軍は全線にわたり敗退。「1862 年 6 月 5 日 
 条約」を締結、屈辱的なフランス植民地時代の幕開けとなる。ハノイでの戦闘後、平和条約｢1874 年 3 月 
 15 日条約｣が結ばれ、ヴェトナムは仏の保護下に立つことになった。（清国は承認せず。）1883 年死去。

フエ政府は仏と和平条約「1883 年 8 月 25 日条約」（仮条約）を締結。アンナム（安南）が仏の保護国であ

ることを承認。アンナム地方はアンナム国王が統治するが、フエには仏理事官を置く。トンキンは保護領

であるが実質的に仏が直接管理する。 
  他方、カンボジアでは 1884 年国王ノロドムは仏に迫られ条約を締結させられ、実権を失った。 

  * ヴェトナムの呼称：仏＝｢アンナム｣。ヴェトナム＝「大安南国」､「大越」､「大南」。清＝「ヴェトナム（越南）」。 
** 歴史的に 3 地域に分れる。共通するのは「抵抗する心」。 

  ・北部：北圻(ﾊﾞｯｷ)＝トンキン(東京)．．．中国の 1000 年に亘る支配、独立闘争、ヴェトナム歴代王朝の築い 
    た伝統文化、伝統社会組織。伝統性に固執する気質。 

 ・中部：中圻(ﾁｭﾝｷ)＝アンナム(安南)．．．乾期(熱暑)､雨期(洪水)と厳しい気候環境、克己心溢れる気質。 
   ・南部：南圻(ﾅﾑｷ)＝コーチシナ(交趾シナ)．．．熱帯モンスーン地帯、豊かな自然環境。 
 

   ハムギ（咸宜）帝 1884～85：トゥドゥック帝後相次いで 2 人の新帝が毒殺された後 12 歳で即位。 
   その間「1884 年 6 月 6 日」条約が調印され、ヴェトナムは完全なる植民地となる。清国はヴェトナムに対 
   する宗主権を主張（李鴻章*）、清仏の戦端が再び開かれ、清は敗北。1885 天津条約でアンナム、トンキ 李鴻章 
   ンにおけるフランス保護権を承認し、ヴェトナムはフランスの植民地として位置づけられることとなる。 
  * 清後期の外相、日清戦争後の下関条約の清国代表 

  ・トン・タト・テュエット（摂政）：「勤王の激」（国家危急存亡の時に皇帝への忠誠を訴える）→反仏抵抗運動 
   フランスはコーチシナを直轄植民地とし、カンボジア、ヴェトナムのアンナム、トンキンを保護国とし、最後 
   に、宗主権を有するタイからラオを奪い、フランスのインドシナ連邦が完成した。(1887 年) 
  ・ファン・ディン・フン：中部、フエを脱したハムギ帝に軍事司令官に任命され、勤王の対仏抵抗運動を展開 
   した。フランス植民地時代初期の反仏運動指導者。勤王運動、アピール「民衆に告げる」（フランスの手 
   に落ちた祖国を解放するため戦おう）。 
  ・ホアン・ホア・タム（デ・タム）：トンキンデルタで長期ゲリラ闘争。勤王運動→「革命光復会運動」（革命運 
  動を通じて独立を回復する運動）へ発展。 
  ・チュオン・コン・ディン：南部メコンデルタ、ゴコンの戦い。アピール「国民に告ぐ」（「．．．和平をすすめる 
  皇帝の勅令に反して、戦いを続ける。．．．私達の戦いはフランスがわが祖国を自由にするまで続く。」）。 
   反仏抵抗運動指導者には知識人階級多く、中国古典を修め、権力は皇帝にあり忠誠を尽くすことこそが   
   自己の存在意義との考えで、仏への闘争の意義は皇帝への忠誠にあった。なお、抵抗勢力が待ち伏せ 
   などゲリラ戦を行うと、仏軍は必ずその地域の村を破壊しつくすことから、住民から支持されなかった。 
  * ヴェトナム／中国国境問題：国境地帯は高地・山岳民族の居住地。カルスト台地で林立する山と水田が共存、 
   国境地帯は概ねヴェトナムから中国領内へ流れる小河川多く、水田がある平野部にある村の集落は互いに入り 
    こんでいる。複雑にいりこんだ国境は両国の懸案事項。 
   ** ヴェトナム／カンボジア国境問題：グエン氏が南部に攻め入り併合したことをめぐる両国の感情的対立。植民 
     地時代のフランスによるコーチシナとカンボジア国境裁定は、現在も論争中。 
 
  バオダイ（保大）帝（1926-45、5 代おいた後）：1945 年「ヴェトナム民主共和国」成立とともに退位し、143  ｸﾞｴﾝ朝 
   年にわたるグエン朝は終わり、同時に 1000 年以上続いたヴェトナムの王朝は幕を閉じた。         ｳﾞｪﾄﾅﾑ王朝 
     * 20C の仏植民地支配抵抗運動 
    ・フランス支配を打破する為、ゲリラ闘争から組織闘争、地域的闘争から民族独立の旗を掲げた国民的闘争へ 

     発展を目指す。．．．①国内の抵抗勢力による武力闘争、②国際社会の支援を期待する武力抵抗運動 

    ・反仏抵抗運動の目標がグエン王朝へ向けられる。ミンマン、トゥドゥック、ハムギ帝等反仏植民地体制転覆のた 

     めの実力行使。但し、フエ王朝を支える宮廷官僚の多くは、フランス・インドシナ総督府の権力利用で腐敗体 

     質。（仏植民地支配体制はフエのグエン朝の宮廷官僚によって支えられ、支配階層の古い体質を露呈。） 
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2．民族革命 

1887 年フランス政府はフランス領インドシナ総督府を設置。－植民地：コーチシナ、保護領：トンキン､ 
 アンナム､カンボジア､1893 年にラオ保護領を包括し、インドシナ 5 邦とした。  
   フランスの植民地政策は、1897 年に総督になった P．ドゥメの強引な同化政策、本国本位の植民地政策 
   によって推進された。更に植民地支配を確固とするために、漢字をローマ字化（クォックグ）する政策を採 
   用した。また、熱帯風土病を研究するパストゥール研究所、気象研究所、海洋研究所など様々な研究所 
   を開設した。フランス極東学院は、インドシナ、極東の諸民族の歴史、風俗、言語、美術、文化など民族 
   文化に関するあらゆる研究を行う中心研究機関となった。 
   ドゥメの経営は、それまで家庭で自由に作られていたドブロク製造を禁止した上、アルコールの製造・販 
   売をフランス企業に許可し、アルコールの摂取を強制した。塩の専売、アヘンの販売独占も総督府に莫 
   大な 利益をもたらした。更に鉄道建設、運河・港湾を整備し、軍事費を賄っても大幅な黒字を出したこの 
   フランスの植民地政策を日本では高く評価していた。（満鉄東亜経済調査団、1941） 
   ドゥメは国王の土地である広大な土地を奪ってそこにフランスの所有権を設けた。全土に亘る農民の反 
   感、反抗は深刻で、抵抗は強かった。カンボジアでフランス人の土地所有権を強引に承認させ、フランス 

   人の農業植民を奨励した。メコン河東側に広がるアジア最大のゴム園はミシュラン資本経営によって開 

   発された農園である。フランスは植民地経済の発展を狙い、国土開発を進めたがインドシナ各地の民衆 

   の生活向上を第一義的に考えたものではなかった。 

 

 ・民族民主革命－ファン・ボイ・チャウとホー・チ・ミン（胡志明）：中部出身 

  ファン・ボイ・チャウ（1867-1940）： 

  1904 年「革命運動」会（「維新会」）を組織、1905 年日露戦争後の日本へ向かう。 

 梁啓超（日清戦争後光緒帝の国内改革に失敗、戊戌政変で追放された康有為とともに亡命中）に会い、 

 大隈重信、犬養毅の紹介を得る。「東遊運動」*（有為の青年を日本で勉学させヴェトナム独立のエネル 

 ギーとすることを目的とする）を始める。活動は順調で渡日学生は 200 人に上ったこともあったが、フラン 

 ス政府の差し金で仏日友好条約に基きヴェトナム人学生の国外退去を求められた。同時期 1907 年、ハ 

 ノイに「東京義塾」（慶応義塾に範）が創設され、各地に拡大したが、やがて植民地政府により解散させら 

 れる。東遊運動は崩壊、維新会は活動を停止した。 

   * 「東遊運動」（1905-1909）：①運動は民主主義と近代資本主義に通ずる傾向を帯びていた。②闘争方法をヴェト 

   ナム人同胞に対する宣伝と教育に集中させた。③国内の民衆の知識、民衆のエネルギー、民権の拡張を主張す 

   る一方、海外の有力な国家（当初は日本、後中国の革命派）に援助を求めた。④広範な民族の団結、あらゆる 

   階層との融和、連帯を図った。⑤国際的連帯の精神があった。⑥民族の文化、文学の発展を重視した。 

 

  ファン・ボイ・チャウはホー・チ・ミン（リ・トゥイ､1911 ヴェトナムを出国、1941 に帰国）との香港での歴史 

  的出会いのあと、1925 年国際連帯運動としての「世界の被抑圧・未開発の人民・アジア局・ヴェトナム支 

  部」結成。この折、ファ ン・ボイ・チャウの側近の人物が闘争資金の手当てとして、ファン・ボイ・チャウをフ 

  ランス側に渡し、資金稼ぎをすることを考えた。ファン・ボイ・チャウが裁判にかけられることになろうが、裁 

  判は抵抗運動の大義を明らかにする場となり、フランスの過酷な植民地支配を非難する国際世論が起る 

  であろうとの観測に基く。ハノイで開かれたフランス軍事法廷でファン・ボイ・チャウは主張した。「ヴェトナ 

  ムは独立国だ。フランスは植民地の民衆を文明化するといっているが、我が国民を奴隷化しただけで、ヴ 

  ェトナム人は何も得ることがなかった。ヴェトナムの支配階級は不正と弾圧によって民衆の解放の願いを 

  圧殺している。我々はもはや王制を支持しない。私が革命を企図したというが、大勢の愛国者たちが植民 

  地支配に反対して刑場に送られ、また今もなお監獄に閉じ込められている。私はその指導者だ。私はこ 

  の世界の人々が自由、民権を獲得するために闘うのみである。ヴェトナムに自由を与えよ。民主的な政府 

  をつくれ。ヴェトナム人学生が海外で学ぶことを認めよ。」 法廷は尋ねた。「君はインドシナ総督府に反 

  対するのか、それともヴェトナム 政府に反対しているのか。」 「フランス政府へ抗議している。ヴェトナム 

  国の中に政府があるとでも言うのですか。」 法廷は終身の懲役刑を宣告した。 

   以来ファン・ボイ・チャウはフエに自宅軟禁されたが、第 2 次世界大戦が勃発し、1940 年日本軍はイ 

   ンドシナに進駐した。日本軍進駐後 1 ヶ月、死去。 
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3．独立運動 

 グエン・アイ・クオック（1890-1969、阮愛国､愛国者グエン、ホー・チ・ミンのペンネーム）：       

 リ・トゥイ、ホ・クアン等多数の偽名、ペンネームを持つ。ホー・チ・ミン（胡志明）は 1942 年中国に潜入す 

 る為中国人を装うために作った名前。又、広くバック・ホ（ホおじさん）の愛称で呼ばれる。 

 1919 年パリ・ヴェルサイユの第 1 次世界大戦講和会議に対して請願書「ヴェトナム愛国者グループによる 

 ヴェトナム人民の諸要求一覧」を提出した。続いて 1920 年フランス社会党大会でインドシナ代表として演 

 説し、ヨーロッパで注目を浴びるようになった。曰く「インドシナでフランス帝国主義者たちは情け容赦なく 

 ヴェトナム人を抑圧している。ヴェトナムでは牢獄の方が学校より多く、いつも満員である。フランス社会党 

 はあらゆる植民地で帝国主義のため抑圧された土着の住民を支持するため行動しなければならない」と。 

 1930 年「ヴェトナム共産党」結成が合意された。グエン・アイ・クォックの考えは、党の中心的課題が 
 「ヴェトナム革命」であり、「ヴェトナムの独立」が最も重要であるという、いわば民族主義的運動に力点が置 
 かれていた。但し、「ヴェトナム革命」に対し、反対路線として「インドシナ革命」と規定するグループが起り、 
 やがて、党名も「インドシナ共産党」と改められた。初代書記長チャン・フー。 
  ヴェトナム国内では「ゲティン・ソヴィエト」が組織され、旱魃による飢餓状況の中部ヴェトナム､「ゲティン」 
  （ゲアン省とハティン省 2 省の名称）で農民・労働者・知識階級が起こした蜂起運動。「ソヴィエト」は農業コ 
  ミューンの形成に基く名称。ゲティン･ソヴィエトは農民が自主的な民衆の組織を作り、集会を開いて地主 
  の財産を没収し分配したりして、反仏、反政府抗議活動に発展し、一時人民が初めてゲアン、ハティン省 
  内のいくつかの県で政権を掌握した。フランス大衆の参加は大きな政治圧力となって植民地体制を脅かし 
  た。一部のものたちによる武装蜂起より、大衆を結集することの重要性が確信された。 
 1939 年ヨーロッパで第 2 次世界大戦が勃発。その前後、インドシナにおけるフランスの弾圧が激しくな 
  り、ファン・ヴァン・ドン、ヴォ・グエン・ザップは中国に逃れ、グエン・アイ・クオックもソ連から中国に入った。 
  1941 年には日本軍が南部インドシナン進駐した。         ヴェトナム社会主義共和国国旗 
   1941 年グエン・アイ・クォックが 30 年ぶりにヴェトナムに戻ってきた。      「金星紅旗」 
 同年、救国の民族統一戦線「ヴェトナム独立同盟」（略称ヴェトミン）の結成 
 を決議した。ヴェトナムにおけるフランス植民地主義と日本軍国主義の支 
 配から脱し、民族の解放を目指すため、ヴェトナム社会のあら ゆる階級、 
 階層、政党、宗教団体を糾合し、広範な民族戦線を組織することを目指す。 
 赤字に金星を中心にすえた旗（現在のヴェトナム社会主義共和国国旗「金 
 星紅旗」）を定め、この旗の下に「国を救おう」という言葉を合言葉とした。 
 ホー・チ・ミンのヴェトミン結成の基本方針の中に、「救国」の考え方が明示 
 されているこの言葉は、古くは中国の支配、後にはフランス植民地支配に抵抗してきたヴェトナムの知識人

たちの長い独立闘争の歴史の中で、もっとも中心となってきた思想であり、スローガンだった。 
 1942 年、グエン・アイ・クォックは中国共産党と連絡を取るために「ホー・チ・ミン」と名前を中国風に変え 
  て、中国国境を越えた。途端に蒋介石軍の秘密警察に逮捕されたが、九死に一生を得て、1944 年ヴェト 
 ナムに戻ってきた。 

ヴェトミンにとっての好機は、1945 年日本がインドシナで武力行使を決行し、フランス総督府の支配を 

 無力化したことだった（明号作戦）。この時のインドシナではフランスに主権があり、日本には「仏領印度 

 支那の共同防衛に関する日本国フランス国間議定書」にもとづく駐兵権があった。日本軍はインドシナの 

 主要都市を制圧しフランス軍を武装解除した。 

 ヴェトナム阮朝皇帝バオダイ(保大)帝はフランスとの保護条約を廃棄して、アンナム(安南)王国の独立を 

 宣言した。カンボジアではノロドム・シハヌーク国王がフランス軍の降伏を知り、独立を宣言。ラオではルア 

 ンパバーン朝のシーサワーンウォンが独立を宣言した。 

 ヴェトナムでは、日本軍管理下でチャン・チョン・キムを首班とする内閣を発足させ、バオダイ帝は国名を 

 「ヴィエトナム」（越南）と改めた。         越南 

 1945 年日本がポツダム宣言を受諾する旨連合国側に通告したニュースを聞いたホー・チ・ミンは、連 

  合軍がインドシナに到着する前に日本とチャン・チョン・キム政府から権力を奪取し、自らの政府を樹立し、 

  連合軍を迎え入れることを目指す総決起を指令し、ホー・チ・ミンを首席とする暫定政府、民族解放中央 

  委員会を選出した。政府は崩壊し、バオダイ帝は退位、ヴェトミンのハノイ人民委員会に権力を委譲した。 

 1945 年 9 月 2 日ハノイのフランス・インドシナ総督官邸前広場でホー・チ・ミンは「ヴェトナム民主共和 
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 国」の独立を宣言した。第 2 次世界大戦の終了を告げようとしていた 1945 年に入って、インドシナではフ 

 ランスの植民地支配と日本軍の駐留が重複していた時期、     ホーチミン廟 

 ヴェトナム共産党が主導権を握っていたヴェトミン（ヴェト 

 ナム独立同盟の略称）の運動が北部で活発化してきてい 

 た。            

  ヴェトナムは独立宣言を行ったが、フランスはインドシナ 

 に復帰し、ヴェトナムは東西冷戦構造の中で対フランス 

 独立戦争（第 1 次インドシナ戦争）、次いで米国との抗米 

 救国戦争（第 2 次インドシナ戦争）を戦わざるを得なくなる。 

 ヴェトナムでは独立を目指した革命家は大勢いたが、 

 いずれも団結を唱えた。しかし、ホー・チ・ミンは抵抗勢力 

 の糾合に、労農同盟、階級の視点を入れて大団結 に成 

 功した。つまり、ヴェトナムの民族性に人類共通の思想を 

 付け加えることによって民族解放の事業に成功した。 

 1969.9.2、グエン・アイ・クオック（ホー・チ・ミン）死去。 
 

4．ドイモイ（刷新） 

 ホー・チ・ミンはヴェトナムの独立を追及するにはヴェトナム国民を大同団結させなければならない、と 

 いう革命の条件を創造することに巧みな指導者であった。．．．ヴェトナム戦争が終わり、南北が統一さ 

 れ、新しい国家建設の時代に入ってあらゆる分野でドイモイ（刷新）が始まり、「ホー・チ・ミン思想」が強調 

 されるようになる。 

 1976 年南北統一、「ヴェトナム社会主義共和国」樹立。 

 「ヴェトナム社会主義共和国憲法」（1992 年憲法）の前文：「マルクス・レーニン主義とホー・チ・ミン思想に 

 かんがみ、社会主義への転換期における国家建設の計画を実現するために、ヴェトナム人民は、こころを 

 一つにして、国家の建設にあたり自立の精神を掲げ、独立、主権、平和、友好、協力の外交政策をすす

 め、憲法を固く遵守して、ドイモイ（刷新）の努力によって我が祖国の建設、防衛がすばらしい成功をおさ 

 めることを誓う。」 

 ドイモイ路線は、経済の分野だけでなく、「ヴェトナムの再建、発展のため、従来のしきたりにこだわら 

 ず、思考方法も含めてあらゆる分野で、ドイモイ(刷新)を進める」と言うものであった。 
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坪井善明「近代のヴェトナム政治社会史」東京大学出版会．．．地図  

〇ヴェトナムの歴史（ベトナム中学校歴史教科書）明石書店 

 

 

<後記> 

  過去、ヴェトナム国にはホー・チ・ミン（サイゴン）を何度か訪れたが、今回は、改めて北部のハノイから中部

のフエ､ダナン､ホイアン、そして南部ホー・チ・ミンまでを通して旅行した。 

ヴェトナムは中国による 1000 年に亘る支配（BC111～AD939）を経て、その後も中国の介入、独立を繰り

返し、フランスの植民地支配の 100 年（1847～1954）、ヴェトナム戦争（1965～1975）、そして第 3 次インドシ

ナ戦争（1978～1991）という重い重い歴史を背負ってきた。 

そのインドシナ戦争が終わって僅か 20 数年なのに、そこには既に戦争の爪痕は無く、案内をしてくれた各

地区のインテリのガイドも、中国の支配や植民地主義の諸外国に踏みにじられた過去の歴史についても、更

には全土が戦争に巻き込まれた「ヴェトナム戦争」についてまでも、我々の配慮も気にすることなく他人事のよ

うに割り切って理解していた。 

ヴェトナム戦争中、ヴェトコンの戦いの中で戦略上重大な働きをしたクチなどの全長 200ｋｍにもわたる地下

トンネルや、博物館に展示されている戦争で使用された重兵器や化学薬物、またダイオキシンの後遺症に悩



14 
 

む人たちまでもが、いまや一つの観光資源として存在しているに過ぎないのであった。 

<ヴェトナム全図>   
 


