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（SMILE 会報告）
ヴェトナム（Viet Num）の歴史（2）～独立運動とヴェトナム戦争～

<ヴェトナムの独立運動>
ヴェトナムにおける独立運動の転回点は 1939 年 9 月 1 日ヨーロッパで勃発した第 2 次世界大戦をきっか
けとして誕生した「ヴェトミン」の結成にある。1940 年日本は「南進」を決め、ドイツ軍のパリ入城で降伏した直
後のフランス・ヴィシー政権（ペタン政権）と協定を結び、仏印に軍隊を進駐させた（日本印度支那駐屯軍と仏
軍の共同警備）。1940 年 9 月 26 日の日本軍のインドシナ進駐をきっかけとしてヴェトミンの組織は国民の間
に爆発的に浸透した。
1941 年 5 月に「ヴェトミン」（ヴェトナム独立同盟､｢越盟｣）が結成された。ホー・チ・ミンの独立運動に明示さ
れ て い る 「 救 国 」 の 考 え 方 は 、 古 く は 中 国 の 支 配 （ BC111-AD939 ） 、 の ち に は フ ラ ン ス 植 民 地 支 配
（1847-1954）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最も中心となってきた思想、
スローガンであった。またホー・チ・ミンは、知識人の他、農民工作に焦点を合わせた。
1941 年 12 月 8 日、日本軍ハワイ真珠湾攻撃、米英宣戦布告。太平洋戦争に突入。
インドシナを実質的に軍事占領した日本軍の占領政策は民生、インドシナ民衆の生活向上について配慮
がなかった。ヴェトナムの独立について、しっかりした考えが無く、期待を寄せたヴェトナム人を失望させた。
・ランソン事件(1940)：フランス軍と日本軍の交戦／独立を目指した青年たちの英雄的行動による蜂起事件
（裏で動いた日本軍がヴェトナムの愛国者を見殺しにした事件）。
また、ヴェトナムで発生した大規模な餓死事件（「200 万人餓死事件」1944-45）に対し、手をこまねいていて
ヴェトナム人の反感を買った。日本軍は軍事作戦第一次主義で、この国に 5 年間もあぐらをかき続けた。
ヴェトミンは一挙に反日運動を盛り上げ、ヴェトナムの民衆をまとめてしまった。飢餓問題は、ヴェトミンにとっ
て勢力を拡大する決定的な機会となった。
・1944 年末トンキンを襲った大暴風雨による大規模水害でトンキン・デルタの米生産激減、米軍爆撃で鉄道
が破壊されコメの移入が停止。大水害による食糧不足と冬の寒さに凍死者が出、飢饉が発生した。餓死者
は 40 万人に上った（上記で「200 万人餓死事件」）。
・明号作戦（仏印武力処理､クーデター）：1945 年 3 月太平洋戦争末期、対米戦での協力を拒否した仏印駐
留のヴィシー（Vichy）･フランス軍を日本軍が攻撃、仏印軍武装解除。名目上共同統治のインドシナを完全
な支配下に収めた。バオダイ帝は独立を宣言、国名を「ヴェトナム」とし、チャン・チョン・キム内閣（「日本の
傀儡政権」）成立。続いてカンボジアでシハヌーク国王、ラオでルアンプラバン国王が独立宣言。
<ハノイ・クーデター>
1945 年 8 月 10 日日本軍の降伏表明を聞くや、ホー・チ・ミンはタンチャウ（ハノイ北方 100km）のヴェトミ
ン総司令部から檄を飛ばした。「革命にとって千載一遇の好機である。日本軍が降伏した後、間違いなく連合
軍がインドシナに進駐してくる。英国軍、蒋介石軍がインドシナに到着する前に、日本軍から実権を奪ってし
まうことが肝心だ。フランスの軍隊は再びインドシナに戻ってくるかもしれない。」
「ホー・チ・ミン」
党全国会議で、総決起によって権力を奪取すること、「英国、米国、蒋介石と
（1890-1969）
の軍事紛争を避け、これらがフランスに譲歩しないよう仕向ける」との政策を
決めた。
1945 年 8 月 19 日、ハノイでヴェトミン主催の大会が開催された。
チャン・チョン・キム内閣は崩壊し、ハノイは一時的に無政府状態となった。
ヴェトナムにあった政権の最高権力者バオ・ダイ帝は、143 年間続いてきた
グエン(阮)王朝の安南王国の皇帝で、フエの王宮にいた。
彼は、日本軍の軍事クーデターによって「独立」し、フランスとの保護条約を
破棄し、国名を「ヴェトナム」と改めていた。バオ・ダイ帝はヴェトミンの要求を
受け、24 日退位した。23-25 日、中部、南部の各地でヴェトミンが蜂起し、サ
イゴンの政府機関も占拠された。そしてヴェトミンの武装部隊がハノイに入城
し、行政機関を接収、28 日、ヴェトナム民主共和国臨時政府が樹立された。
9 月 2 日、ハノイのインドシナ総督府官邸前広場で独立記念祝典の国民
大会が開催され、ホー・チ・ミンが主席となった。
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ホー・チ・ミンはヴェトナム民主共和国臨時政府の名において世界に向かって独立を宣言した。米国の独立
宣言、フランス革命の人権宣言を引用して、「世界のすべての民族は、生まれながらにして平等であり、いかな
る民族も、生きる権利、幸福の権利および自由の権利を持つものであることを意味している」と述べ、80 年にわ
たるフランスの植民地支配を人道と正義に反するものだと糾弾した。そして、「ヴェトナムの独立を達成するた
めに、（1847 年フランス軍艦のダナン攻撃事件から数えて）100 年にわたる植民地の軛を脱し、君主制を廃止
し、民主共和政を確立した」ことを宣言した。
<フランスのインドシナ復帰と米国の介入>
1945 年 8 月 23 日、連合軍の東南アジア軍司令官マウントバッテン将軍は、「連合軍はインドシナを管理下
におき、北緯 16 度を境として、北部を中国軍、南部を英印軍が夫々責任を分担する」との声明を発表した。
一方、北部では、ホー・チ・ミンのインドシナ共産党を中心とするヴェトミン（ヴェトナム独立同盟）が、9 月 2
日、ハノイで「ヴェトナム民主共和国」の独立を宣言していた。（この時日本軍は中立を保っていた。）
南部では、8 月 25 日サイゴンで南部暫定抵抗行政委員会が樹立された。南部 11 省を包括するハノイの新
政府の南部代表の立場であった。フランス軍は 9 月 23 日を期して英印軍の支援をバックに革命権力に攻勢
をかけ、南部と中南部各省を攻撃占拠した。
1946 年 3 月南部インドシナは連合軍の統括下より離れて再びフランスの支配下に入ることとなった。続い
てフランス軍はハイフォン港よりハノイに入城。ホー・チ・ミンは「全国抗戦アピール」*（p4 参照）を行った。
フランスのインドシナ復帰はなしくずしのうちに行われた。予て、帝国主義を受け入れずフランスの復帰に反
対し、国際信託統治構想を表明していた米ルーズベルト大統領の死去（1945 年 4 月）をきっかけに、米国は
植民地住民が最終的にかれら自身の政府を樹立することを歓迎するとしながらも、フランスのインドシナの主
権を承認した（1945 年 6 月）。戦後のヨーロッパ情勢を見据え、フランスの立場を考慮し、フランスとの協調体
制を確保することに狙いがあった。
1948 年フランスはヴェトミンの独立闘争を共産主義運動と断定する声明を発し、自らのインドシナ政策の
失敗を国際化することによって米国などの援助を引き出そうと狙った。第 2 次大戦後の米国のインドシナ介入
はこの声明をきっかけとして、「アジアにおける共産主義運動を阻止する」ことを理由に、始まった。
しかし、インドは、「ヴェトミンの政権は共産主義者に指導されているというが、その基調は民族主義運動であ
る」としてフランスのインドシナ政策を批判した。
毛沢東の中華人民共和国誕生（1949 年）によって、トルーマンは中国南進の防衛阻止ラインをインドシナ
半島とみなし、インドシナに対する軍事援助の促進、米軍事使節団の派遣を命じ、実質的にインドシナへの
本格介入を始めた。1950 年米国は米仏会談でインドシナ介入を決定づけた対インドシナ援助を決意する。
時期を同じくして、朝鮮半島で北朝鮮軍が 38 度線を越えて韓国に侵攻を開始した（1950～1953）。
1946 年フランス軍ハノイ入城、「コーチシナ共和国」樹立。
1949 年バオ・ダイ元首「ヴェトナム国」樹立。
1950 米第 7 艦隊サイゴン入港。
<ディエンビエンフー陥落 1954>
「ディエンビエンフー要塞（仏）の陥落」 （1954.5）
ヴェトミンに参加し、ヴェトミンの作戦計画を作り、クァ
ンガイ陸軍士官学校を創設したのは、日本のインドシ
ナ駐屯の旅団参謀井川少佐（レ・チ・ゴ）、井川参謀付
き青年将校（グエン・ミン・ゴック）等であり、士官学校の
教官は日本軍の士官､下士官たちであった。
1953 年ヴェトミンは北部で優勢になり、強力な部
隊をラオスに展開していた。フランス･インドシナ
派遣軍司令官ナヴァール将軍は、1 万 6200 人の大
部隊を投入、ハノイから 200km 離れたラオス国境
に近い山岳地帯の要衝ディエンビエンフー（｢辺境
府｣の意）に要塞を造り、ヴェトミンを引き付け、
壊滅させようと図った。
（「ナヴァール計画」）。
ディエンビエンフーの戦いは、ホー・チ・ミン主席が常にいう「民衆に依拠」した戦争であった。ヴェトミンの
戦勝の原動力は、周囲の山に大量の大砲を担ぎ上げ、戦場に米袋を自転車で運び込んだ民衆、多くは少数
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民族、であった（ディエンビエンは人口の 75%をタイ族とモン族が占める）。軍事作戦の最高責任者はヴォ・グ
エン・ザップ将軍(1911～2013)､後のヴェトナム戦争で象徴的存在、｢赤いナポレオン｣と言われた。
1954 年 5 月ディエンビエンフーで仏軍降伏。7 月ジュネーブでインドシナ休戦協定が関係国によって調印さ
れた（①北緯 17 度線を暫定軍事境界線とし、南北に分割。②南北統一政府樹立のための総選挙を 1956 年
までに実施する。しかし、米国、ヴェトナム国（南ヴェトナム)は調印に参加しなかった。
この時、フランス軍がディエンビエンフーに集中していた間に、ヴェトミンはトンキン・デルタの要衝を支配下
におき、北部ヴェトナムの主導権を手中にしていた。
ディエンビエンフー陥落の報は世界に衝撃を与えた。ヨーロッパの精鋭部隊が米国の援助を受けながらも、
ゲリラから発展したヴェトミンに敗れた。フランスの失地回復は不可能であった。
「ヴェトナムおよびインドシナ周辺地区」

（小倉貞男「ヴェトナム戦争全史」）

3

<南ヴェトナム>
ゴ・ディン・ジエム政権：1954 年ジュネーブ協定締結の寸前、米国の根回しにより樹立さる。安南王朝バ
オ・ダイ時代に内相。反共反仏親米のカトリック教徒、ナショナリスト。
1955 年バオ・ダイ帝を廃位、ジエム自ら国家元首に就任。国民投票を経て南ヴェトナムは「ヴェトナム共和国」
となり、初代大統領に就任。米国援助使節団のラデジンスキー（戦後日本の農地改革プラン作成）にもとづく、
ジエムの土地改革失敗。更にジエムは徹底した民衆弾圧実行。
第 15 号決議（1959）：ヴェトナム戦争の歴史の中で、北ヴェトナムにとって最も重要な決議。ヴェトナム労働
党(共産党)ハノイ指導部が、南部における戦略として、それまで政治闘争のみを認め、絶対に認めていなか
った武力解放へと戦略を転換した－「南部武力解放戦略」の決定。 ①南部を武力解放する。②南ヴェトナム
の武力闘争開始に当り、政治闘争強化のため、南部解放のための民族統一戦線を南ヴェトナムに樹立する。
この背景は、①ジュネーブ・インドシナ休戦協定の約束であるヴェトナム統一総選挙（1956 年実施の約束）が
実施されなかった。②南ヴェトナムに介入を図った米国が、南ヴェトナムを「反共のとりで」として共産勢力との
対決姿勢を強化した（ダレス外交）。③米国の軍事、経済援助を受けた南ヴェトナムのゴ・ディン・ジエム政権
による徹底的弾圧、南部ヴェトミン勢力の壊滅状態の危惧。
一方、ジュネーブ協定後の米国の東南ア政策は、①東南ア地域に集団安全保障体制を確立すること（東
南ア集団防衛条約機構（SEATO）：カンボジア､ラオス､ヴェトナムの管轄権の下にある自由な領域を適用範
囲とし、英､豪､ニュージーランド､仏､比､泰等の国で 1954 年結成された）。②インドシナにおける非共産政権
を維持し、北ヴェトナムの共産支配の脅威を抑えるために大規模な効果的援助を行うこと、にあった。
<南部蜂起 1960>
メコン・デルタ「ベンチェ*の蜂起」（1960､グエン・ティ・ディンと long hair army）：15 号決議によって計画さ
れた南部武力解放戦略による、ベンチェの蜂起を代表とする大衆の「一斉蜂起」が南部各地で広がった。
この気勢の中から南ヴェトナム解放民族戦線が生まれる。 Cf.｢越共(ヴェトナム・コミュニスト)｣←武装共産ゲリラ
* 政治訓練センター(政治犯収容所)、アグロビル計画（農民の集団収容所）。

・反ジエム連合戦線：ビンスエン(私兵集団)、カオダイ（高台）教、ホアハオ(和好)教、少数民族
・南部のイニシアティブ：レ・ズアン、「南ヴェトナム解放民族戦線」の樹立（1960）。
・1960 年ハノイで行われたヴェトナム労働党全国代表者大会で、北部と南部夫々の革命の任務を確定した。
即ち、北部は社会主義革命を進行させ、南部は人民民主主義民族革命を推し進め、平和と国家の統一を
実現するというものである。北部の社会主義革命は、ヴェトナム革命全体の発展と国土統一事業に対し、最
も決定的な任務を持っていた。一方南部の人民民主主義民族革命は、アメリカとゴ・ディン・ジエムによる悪
政から脱するための南部解放に対し、直接的・決定的作用があった。ホー・チ・ミンが主席、レ・ズアンが第一
書記を務める党中央委員会、党政治局を選出した。
<南ヴェトナム解放民族戦線 1960>
1960 年 12 月 20 日、南ヴェトナム解放民族戦線**が樹立された。反サイゴン政府、反米をスローガンに、
南ヴェトナムの農民、学生、企業家、知識人階層の支持を受け、大衆組織として発展。樹立集会はカンボジ
ア国境近く、カンボジア共産主義者たちの活動していた地域。
尚、この 12 月 20 日は 1946 年北ヴェトナムに進駐してきた仏軍とヴェトミン（ヴェトナム独立同盟）軍の対立が
全面的な武力衝突に発展し、ホー・チ・ミンが全国民に「全国抗戦アピール」* を発した日であった。
* 全国抗戦アピール：「植民地主義者がヴェトナムを侵略している。老若男女、信条、政党、民族に関わりなく、独立、
統一のため、すべてのヴェトナム人が立ちあがれ」
** 全国抗戦アピールの 14 年後の解放戦線の宣言でも、この発想「救国民族統一戦線」の訴えが貫かれている。即ち、
「1954 年のジュネーブ協定によって、ヴェトナムの主権、独立、統一、領土保全が承認されたにもかかわらず、米国
がフランスにとってかわり、南部にゴ・ディン・ジエム政権を立て、形をかえた植民地支配を進めている」と糾弾、「米国
とジエムの支配を打倒し、国を救うため、国内のあらゆる階層が団結して立ち上がり、戦おう」と訴えている。

1969 年「南ヴェトナム共和国臨時革命政府」樹立、パリ和平交渉では、サイゴン政府と同等の地位を確保す
ることになる。これは政治的意義の最も大きいヴェトナム戦争の転回点であった。
南には 1954 年のジュネーブ協定によって、共産主義を嫌い、北部から南部へ移動したカトリック教徒が大
勢いる。彼らは南の「反共勢力」の中核を形成していた。「党の方針として、北部は社会主義革命を進めること
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が重要課題であり、階級闘争を基本としていた。しかし、南部の革命は、階級闘争を基本とするものではない。
民族民主革命であって、社会主義革命ではない。」。したがって、南では、北とは違った革命を進めるのだと
いった基本姿勢で、すべての民衆の力を結集しなければならない。共産党が直接正面にでてくるのではなく、
民族統一戦線といった広範な大衆組織、つまり救国の民族統一戦線が必要であった。こうして「南ヴェトナム
解放民族戦線」（1960 年）という組織はできあがっていた。
<米国の介入> 1954
米国がインドシナへの介入を始めたのは 1954 年アイゼンハワー大統領がサイゴンのゴ・ディン・ジエム大
統領に軍事援助を約束した時点である。インドシナが共産化すれば東南アジアの自由主義陣営は崩壊する
という「ダレス戦略」の意志が貫かれていた時で、ジュネーブのインドシナ休戦協定に米国は調印しなかった。
ケネディの登場した 1961 年、初めて米軍の戦闘部隊が直接投入された。「ケネディによってヴェトナム戦争
は拡大し、米国は汚い戦争の泥沼にはまってしまった。」という主張が今も支配的である。ケネディは南ヴェト
ナムで特殊戦争戦略（対ゲリラ戦争戦略）を遂行した、が、ケネディ戦略は、尚引き返し可能な戦略であった。
「南ヴェトナム政府に対し経済・軍事援助を行うが、ヴェトナムはヴェトナム人に任せなければならない」方針*
で、派遣された米軍はあくまでも「南ヴェトナム政府軍を支援、養成するための顧問」であった。
対ゲリラ戦略の核となったのは「戦略村｣である。解放戦線支持、反政府勢力の強い農村地帯で、農民を移動
させ、解放戦線勢力と隔離した村を作った。62 年には全国で 3,225 の戦略村が作られ、人口の 3 分の 1 が
住んでいた（ジエム政権）。ヴェトコンは、戦闘要員約 2 万 3 千人、ゲリラ、同調者 10 万人（推定）、農村地帯
の約 20%、農村人口の 9%を支配、農村地帯の 49%で影響力を持つと報告された（米国務省情報考査局）。
この間、ラオス問題では、ケネディは米国の中立をめざし、「援助は行うが米軍の直接介入を避ける」方針
を貫いた。1962 年ジュネーブでラオス中立に関する国際協定が締結された。
1963 年 11 月 1 日 サ イ ゴ ン で ク ー デ タ ー が 発 生 し 、 ゴ ･ デ ィ ン ・ ジ エ ム 大 統 領 が 暗 殺 さ れ た 。
11 月 22 日、アメリカでケネディ大統領が暗殺された**。
「焼身自殺する仏僧」
* ケネディの決意：国防省が 63 年末までに米軍 1 千人の撤退を公表
し、65 年末までにヴェトナムにおける米国の役割を終了させること、
の 2 点を米国民に約束することを決意した（1963､263 号覚書）。
** ケネディのダラス演説（予定草稿）：「アメリカの力は、平和の追及
にのみ使われ、侵略的意図を実行するためには絶対に使用され
ない」、「力にはいくつもの種類があるが、圧倒的に優勢な核戦力
でもゲリラ戦を中止させることはできない」
*** 1963 年仏教僧侶 2 万人がフエでデモ行進、全国に支援運動の
波が広がり、サイゴンの路上で仏僧が焼身自殺。

～ティック･クアン･ドック（ティエンムー寺）～

（サイゴン米大使館前、1963.6）

南ヴェトナムに正式に｢人民解放武装勢力」が創設されたのは
「南ヴェトナム解放民族戦線」樹立(1960 年)の直後の 1961 年で
（ﾏﾙｺﾑ･ﾌﾞﾗｳﾝ､1963 年世界報道写真展）
ある。かつて反フランス抵抗戦争を戦ったヴェトミン勢力を中心と
し、やがて南部の解放武装勢力が統合された段階で、北が直接指揮するヴェトナム人民軍に組み入れられた。
南ヴェトナムで展開していた全武装勢力の指揮は北の労働党が取ることになった。
<北爆の開始 1965 >
後を継いだジョンソン大統領は、ケネディの強い意志だった、「ラオス介入拒否」、「ヴェトナムからの撤退」と
いった流れから 180 度の転換をした（1963､273 号覚書）。ここで、ヴェトナム戦争をエスカレートさせ、米国の
大規模介入政策が正当化された。
1964 年北ヴェトナム沖のトンキン湾で米駆逐艦が北ヴェトナムの魚雷艇に砲撃されると（トンキン湾事件、
でっち上げの事件）、1965 年本格的北爆（Rolling Thunder 作戦）が始まり、ヴェトナム戦争は一挙に拡大
（エスカレーション）*。（最高時の 68 年米軍 54 万人、北爆による爆弾総計 64 万ﾄﾝ）。
*1964 年 8 月米議会は｢南ヴェトナムおよび東南アジア条約機構加盟各国を共産勢力の侵略から守るべく米国が支
援するため、大統領があらゆる必要な手段をとることを議会は承認する｣（「トンキン湾決議」）なる大統領権限を与え
た。それは事件発生のかなり以前に作られていた。ジョンソンの時代になって、米国のインドシナ政策は、特殊戦争
から限定戦争(局地戦争)へと転換した。
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各種作戦に加えて、「エイジェント・オレンジ作戦」（枯葉剤散布作戦）、「尿探知測定器具」が投入された。
近代戦しか知らない米軍の作戦は容易に見破られ、また米軍基地に働くヴェトナム人や、サイゴン軍の家族
から作戦計画は事前に知られていた。
インドシナ半島の季節は、乾期と雨期の 2 期であり、北ヴェトナムと南ヴェトナム解放民族戦線は「乾期」（冬
春期）を、戦略・戦術の中心として、攻勢の転回点とした。加えて、「乾期」（冬春期）の真ん中に来る「テト（旧
正月）」に北ヴェトナムが準備したのが、「1967-68 年冬春期攻勢（「テト攻勢」）であった。
（後、ヴェトナム戦争の終結となった「サイゴン攻略作戦」は「1974-75 年冬春期攻勢」戦略としてたてられた。）
<平定作戦（パシフィケーション）1967>
「パシフィケーション」は、ジョンソン政権が戦争の転機をはかろうとした作戦で、南ヴェトナム解放民族戦線
が支配している地域を平定し、サイゴン政府側に取り組む、政治・軍事作戦のことである。平定計画では、大
規模な兵力によって解放戦線の村を掃討する。新たにサイゴン政府側の工作員を配置して、徹底的に解放
戦線の地下組織をつぶし、浸透を排除する。破壊された村には、新しい学校を建て、医療サービスを行い、
橋を造り、道路を改良し、住民に安全を保障する。その上で、政治的志向、徴税、徴兵、教育などあらゆる分
野にわたって、政府の指示が行き届くようにする。しかし、米軍部、南ヴェトナム政府も熱心ではなかった。
ヴェトナム戦争は、コンピューター戦争とも言われ、特に
平定作戦はコンピューターによって軍事作戦に応用された。
「安全への逃避」
「村落評価システム」による人口調査は南ヴェトナム最初の
～戦火を逃れるため河を泳ぎ渡る母親と子どもたち～
人口調査として村落の所在、村民の居住状況などの基礎的
資料は軍事作戦に利用された。南ヴェトナム 242 郡のうち
222 郡に米国人顧問が派遣され、全村落のうち解放戦線の
支配地区以外の 68％で調査が行われ、集められたデータは
サイゴンとバンコクの IBM 大型コンピューターで処理され、ワ
シントンとサイゴンの専門家によって月例報告が作成された。
「マクナマラの「電子戦争」の悲劇的な誤りは、南ヴェトナムの
民衆感情を無視しては成立しない平定作戦だった。いつも数
字だけに振り回されていた。」（D.エルズバーグ）。．．．北爆
強硬派の制服派の将軍たち（ウェストモアランド）、「神童」と言
われペンタゴンのコンピューターにすべての信頼を置いた頭
脳集団の文官たち（マクナマラ、マクノートン）、ドルをつぎ込
（沢田教一､1966 年ﾋﾟｭﾘﾂｧｰ賞）
むことで民主主義が確立されると確信していた援助グループ。
その何れもが、ヴェトナムの心、民衆感情をつかむことができていなかった。
「泥まみれの死」
～ベトコンを引きずるアメリカ軍～
ロン・タンの戦いの余波を受けた南ベトナムで撮影された写真。
オーストラリア軍に夜襲をかけたベトコンが撃退された時のもので、写真内で
引きずられている兵士はその犠牲者の一人。
この写真が伝えるのは、あまりに長い期間を交戦地帯で過ごした人々の大部
分にみられる、残虐行為に対する冷淡さだ。
この写真の公開は、主戦論者が多かった欧米の感情と意欲を吹き飛ばす、意
義深いものだった。

（沢田教一､1966 年ﾊｰｸﾞ世界報道写真展）
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「サイゴンでの処刑」（1968.2）
～南ベトナムの国家警察本部長官のロアンが、
解放戦線幹部を射殺する直前の写真～

（ｴﾃﾞｨｰ･ｱﾀﾞﾑｽ、1969 年ﾋﾟｭﾘﾂｧｰ賞）

これは今までで最も評判が悪い写真の一つと言われている。その男の名はグエン・ゴック・ロアンといい、南ベトナム陸軍の少将で
国家警察本部長官だった。任官中のベトナム戦争中に起きたテト攻勢の際に、サイゴンの中国人街チョロンの仏教寺院アンクアン寺
（解放戦線軍の集結地）で身柄を確保された解放戦線の幹部をピストルで処刑した。路上の処刑、リンチであった。
撃たれた男は地元の解放戦線幹部、グェン・ヴァン・レムだといわれている。レムが捕まえられてロアンの前に運ばれた時、ロアンは
静かにピストルを抜き、レムのこめかみを撃ち、即座に銃殺した。
この一枚の写真は、ヴェトナムで正義の戦争をやっていると思っていた米国民はじめ世界の人達に、疑問を抱かせた。

<テト攻勢 1968 >
1968.1.31 旧正月（テト）2 日未明、サイゴン市内で南ヴェトナム解放民族戦線の一斉攻撃が始まった。
その前日、中部地区で重要軍事拠点と省都が同時に攻撃された。
サイゴンで解放戦線が先ず標的としたのは米国の象徴である米大使館であった。本来首都サイゴンの防衛は
ヴェトナム政府軍の責任で、米軍は政府軍のアドバイザーに過ぎない。テト休暇でサイゴン政府の首脳、将軍
たちは任地を離れていて政府軍は動きが取れなかった。ヴェトナム駐留米軍に緊急指令が発せられ、首都サ
イゴンに初めて米軍が進駐し、サイゴンとその周辺に展開して防衛態勢を敷いた。中心街 15 時間の銃撃戦
であった。テト攻勢で激戦の最も長く続いたのは、中部の古都フエの攻防戦、25 日間であった。
テト攻勢、即ち南ヴェトナムの一斉都市攻撃に入る前に、米軍を都市防衛線から引き離し、あらゆる米軍を
ケサンに集中させ混乱させるおとり作戦を考えた。ケサンは、ヴェトナムを南北に分ける北緯 17 度線を東西に
走る九号公路に立ちはだかる米海兵隊の強固な基地である。「ケサン攻防戦」はヴェトナム戦争の決戦場とし
て、「第 2 のディエンビエンフーとするな」と、米国の面子をかけた決戦となるはずであった。
革命軍はケサンへ米軍の目を引き付けておき、その間全都市の周辺に浸透し、補給を行っていた。南ヴェ
トナムのすべての都市は無防備で一斉攻撃を受けた。
しかし、革命軍の側にも、大失態があった。北部と南部の暦の相違から攻撃開始日の食い違いが生じた。
軍事攻勢と政治攻勢の連携も悪かった。総蜂起は起らなかった。
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テト攻勢で目的とした総蜂起は起こらなかった。しかし、米国に大きな衝撃を与えた。政治的、心理的勝利
であった。即ち米国の戦争の指導を継続する決心をくじいたこと、これは政治的勝利であった。テト攻勢はヴ
ェトナム戦争の終わりの始まりであった。
テト攻勢をきっかけとして、戦争と和平交渉が並行して始まることになる。1968 年、北爆は限定され、北軍
によるケサン基地包囲は解かれ、パリで米国と北ヴェトナムの会談が始まった。この間も、米国・サイゴン政権
と北・解放戦線は南ヴェトナムの戦場で激しい戦いを継続していた。

ベトコンの地下トンネル（クチ）

ソンミ村虐殺事件（村民 504 人､1968.3）
（ｼｰﾓｱ･ﾊｰｼｭ(仏)報道､1970 年ﾋﾟｭﾘﾂｱｰ賞）
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<ニクソン大統領登場と「ニクソン戦略」1969>
ニクソンのヴェトナム戦争離脱のシナリオ：①ヴェトナム化（南政府軍に戦争を肩代わりさせる）､②米軍の撤
退､③平定作戦（政府支配地域の拡大）､④パリ和平交渉の有利な展開（前提として、ヴェトナム現地の争いに
有利な体制を確保する）の 4 戦略の同時展開。特に、ニクソン戦略の焦点は北ヴェトナムとの直接対決にあっ
た。カンボジア領内の聖域、ラオス領内の南への補給基地を徹底的に叩き、サイゴン政府の安定をはかること
を最重点に置いた。この結果、戦争はインドシナ半島全域に及んだ。
ニクソンはアジア（フィリピン、タイ、インドネシア）を歴訪し、「グアム（ニクソン）・ドクトリン」を発表した。即ち、
①ヴェトナムのような軍事介入は行わない。②自助努力を行う国は支援する。③アジア諸国へは経済援助を
中心とし、多国間方式とする。というものであった。次いで、アジアからの離脱という発想の前提として、中国と
の和解を図った。このことは、中国の支援を受けてヴェトナム戦争を戦っているヴェトナム労働党にとって重大
な打撃となった。
テト攻勢のあとのこの時期、彼らは武装勢力、政治幹部たちを
「テト攻勢関連地図」
地方から都市地域に移動させた。その結果、後方基地を放置し
てしまった。そこをサイゴン政府側が「平定作戦」で彼らの地方の
基地を破壊し、根拠地を占拠した。兵員の補充が難しくなり、正規
軍は困難に直面した。正規軍は民衆の指示がなければ作戦が建
てられない。ホー・チ・ミン主席は言う、「米国は強い。軍隊はよい
武器を持ち、兵士はよく訓練されている。米国の GI たちは勝利で
きる。米国が外国の侵略に対して防衛する戦いであれば、彼らは
必ずやり遂げるだろう。しかし彼らが外国を侵略する戦争を戦う時
にどうなるか。GI は自分が侵略戦争をしていると分れば、負ける。
特にヴェトナム人民を敵とした場合には敗北するであろう。我々は
非常に強い決意を持って戦わなければ、国を失う。われわれは再
び奴隷となるであろう。それが、われわれが最大の努力を持って、
戦わなければならない理由である。」
米国はカンボジア侵攻作戦に際し、北ヴェトナム軍の行動に理
解を示していたシハヌーク体制（王制）を転覆、カンボジアは共和
政となって親米のロン・ノル政権が誕生した。ヴェトナム支援の共
産勢力（クメール・ヴェトミン）とシハヌーク支援派の共同戦線によ
る反ロン・ノル闘争がはじまった。この中で、極めて偏狭な民族主
義に固執する「クメール・ルージュ」がカンボジア共産党の主導権
を握り、この後、20 年にわたる内戦が始まる。
次いで、ラオス侵攻作戦は、「ヴェトナム化」を目指す、サイゴン政府軍が初めて自力で戦う戦闘であった。
ホー・チ・ミン ルートを切断して南への浸透並びに補給を絶つことを目的としたものだが、脆弱なサイゴン政
府正規軍は撤退を余儀なくされ、ホー・チ・ミン ルートは間もなく再開され、大規模な補給が始まった。
革命軍から見ると、カンボジア、ラオス侵攻作戦の攻勢で革命軍はカンボジアの奥深くに武装勢力を送ること
ができた。カンボジアの革命勢力と協力して、ロン・ノル軍と戦った。この時期、南ヴェトナムでは、北正規軍を
南ヴェトナムの北部に投入することができ、戦場が広がってきた。テト攻勢後のあやまりを正し、地方の後方基
地を強化し、兵員の補充を可能とした。
サイゴン軍はカンボジア・ラオス侵攻作戦に失敗し、戦闘意欲は低下した。
米国内の反政府活動は非常に強く全米に広がっていた。公民権問題、麻薬問題がヴェトナムの米軍に影
響を与え始めた。軍の中にも人種問題があり、軍の規律、モラルの衰退と士気は悪化していた。
1969 年ホー・チ・ミンが死去した。ホー・チ・ミンの強調するところは、南ヴェトナムを民族民主革命による中
立・平和・民主主義の国とするためにサイゴンに「平和志向政府｣を樹立し、その政府と「南解放戦線を代表す
る政府」とが連立政権を形成することにあった。しかし、北ヴェトナム、南解放戦線は、平和勢力連合による
「平和志向政府」樹立の段階を飛ばし、一気にサイゴン政府と連立する政権の南臨時革命政府を樹立した。
パリ会談は 1969 年、米国、南ヴェトナム、北ヴェトナム、南臨時革命政府の 4 者会談で始められ、別途、
H.キッシンジャー（米）とレ・ドク・ト（北ヴェトナム）の秘密会談が行われた。調印は、4 当事者と 2 当事者の 2
重調印で行われた。しかし、パリ和平協定は最も重要な争点である南の合法政権をめぐる複雑な問題を残し
た。第一に、サイゴン政府は自ら南ヴェトナムにおける唯一の合法政府であることを譲らなかった。一方、 臨
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時革命政府は南における二つの政府の存在を認めさせた。第二に、パリ協定はジュネーブ協定（1954 年）の
尊重をうたった。ジュネーブ協定では、南北を分ける北緯 17 度線を暫定軍事境界線として定めたが、これは
南北を隔てる国境線ではない。即ち、南ヴェトナムの国境線は不確定となった。サイゴン政府には大いなる不
満が残り、一方、北ヴェトナムと南解放戦線には統一への道が残された。
キッシンジャーは、「南の問題は二つの当事者間の協定次第である、将来の南北統一は話し合いで決めら
れる。」と語っているが、パリ協定の意味は、ヴェトナム化によって、米軍は撤退せざるを得なくなり、傀儡軍
（サイゴン政府）が主役になったことである。ヴェトナム戦争はデスカレーションに入った。
1973 年南ヴェトナム駐留の米軍が撤退を完了した。1950 年にサイゴンに軍事援助顧問団を送り、南ヴェト
ナム政府軍の養成に当ってから 22 年の歳月が経っていた。当時北京に亡命中のシハヌークは、パリ会談後
の情勢について、「ヴェトナム和平協定は第 3 次インドシナ戦争の始まりである。」と見通した。和平協定で、
米国の離脱だけを実現させ、ヴェトナムでは協定は全く無視され、米軍抜きの新しい戦争が始まった。

「戦争の恐怖」
～空襲によるナパーム弾が降り注ぐ。
背中にひどい火傷を負いながら、
逃げまどう子どもたち～

（ﾌｨﾝ･ｺﾝ･ｳｯﾄ､1973 年ﾋﾟｭﾘﾂｧｰ賞）
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<サイゴン陥落 1975>
南ヴェトナムの戦場は支配領域としてモザイクの形であり、二つの
「サイゴン攻略まで」
側で線を引くというような古典的戦争の戦線でなく、サイゴン軍の戦場
は南ヴェトナム全土に拡大、拡散していた。サイゴン政府は自分たち
の支配地域を寸土たりとも失ってはならない宿命にあった。他方、解
放軍の方は自由で機動力もあり、寸土も占領する必要なく、どこでも戦
場をつくることができた。
米国では、1974 年ウォーターゲイト事件により国民の不信が噴出し、
ニクソン米大統領が辞任を表明した。
そして、ハノイは「タイグエン（中央高原地帯）を 1975 年の全土大規模
攻撃の主戦場とする」方針を承認した。米国が再びヴェトナムに戻って
こないと判断し、北ヴェトナム正規軍は 1975 年総攻撃作戦「タイグエ
ン作戦」を開始、バンメトゥトを攻撃した。南ヴェトナム全土を狙うために
戦略上重要な地点であり、且つサイゴン政権に重圧を加え、譲歩を迫
る政治目的でもあった。政府軍はバンメトゥトが陥落すると、タイグエン
高原でパニックを起こし、中部海岸地帯、更に他の地域でもなだれを
打って敗走した。
インドシナ情勢で、カンボジアのロン・ノル政権がクメール・ルージュ
武装勢力による首都プノンペンへの包囲網で締め付けられていた。
1975 年解放勢力キュウ・サムパン最高司令官がプノンペンに入った。
同じ頃、ヴェトナムでサイゴン総攻撃が始まった。サイゴン攻略は
55 日の戦闘で終了、1975 年 4 月 30 日無条件降伏によって「ヴェト
ナム共和国」は消滅した。
1976 年 4 月南北統一総選挙。7 月南北統一、「ヴェトナム社会主義共和国」樹立。
<第 3 次インドシナ戦争､1977>
ヴェトナム正規軍のカンボジア侵攻により第 3 次インドシナ戦争*が始まる。 1978 年末カンボジアでヴェト
ナムの支援する反ポル・ポトのカンプチア救国民族統一戦線が結成された（ヘン・サムリン議長）。次いで、ヴ
ェトナム正規軍が国境全域にわたり侵攻、プノンペンを占拠。年開けて、カンプチア人民共和国が成立した。
ヴェトナム軍のカンボジア侵攻で中国とヴェトナムの関係は一挙に緊張し、戦端が開かれた。中国軍は国境
都市を破壊し、ランソンを占領すると、ヴェトナムに対する懲罰を果たしたとして、国境全域から撤退した。
両国にとって、国境問題が残された。
* 第 1 次インドシナ戦争（1946-54）：
1946 年フランス軍は、トンキン･デルタ地帯、ハノイの重要施設を占領。フランスは、ハノイ、ハイフォン、サイゴン
を、ベトミンは農村地帯の大部分を保持、また北部山岳地帯はベトミンの牙城であった。
1954 年フランスのディエンビエンフー陥落後、ヴェトミンはトンキンデルタに攻勢をかけ、各地への攻撃を実施、
フランスは敗北した。

11

第 2 次インドシナ戦争（1965-75）：
1965 年アメリカによる本格的北爆、70 年アメリカのカンボジア侵攻、71 年アメリカのラオ空爆、75 年サイゴン陥落。
第 3 次インドシナ戦争（1977-91）：
1975 年クメール・ルージュの国境侵犯、77･78 年ヴェトナムのカンボジア侵攻（対ポルポト）、79 年プノンペン陥落、
中国軍ヴェトナム侵攻。79-91 年カンボジア内戦。

ヴェトナムと中国の国境*はフランスと中国清朝間で締結された国境協定に基づいている。フランスがインド
シナの植民地化を図った時、ヴェトナムのグエン（阮）王朝のトゥ・ドゥック帝が中国の清朝に支援を頼んだ。後
フランスはグエン朝の混乱に乗じヴェトナムを保護領とした後、清と戦い、清仏戦争に発展した。1887 年フラ
ンスと清朝は国境画定協定に調印、1895 年雲南国境協定を締結。1957 年に行われたヴェトナム労働党と中
国共産党の協議で両国の国境は 1887 年、1895 年の協定に基づくことが合意された。第 3 次インドシナ戦争
の後も、ヴェトナムと中国（トンキン湾国境線､西沙群島・南沙群島の領有権）、ヴェトナムとカンボジア（メコン
デルタ）の国境問題は宙に浮いたままである。
* 中国との領土問題：1974 年サイゴン政権下の西沙（ホアンサ）諸島で武力衝突、中国軍全域を制圧。南沙（チュオ
ンサ）諸島では南政府軍が主要 16 島中 6 島占領。1988 年南沙諸島の領有をめぐり両国海軍交戦。

ヴェトナムは複数民族国家で、1978 年の人口 5500 万人（2016 年 9200 万人）、54 民族（うちキン族(ヴェ
ト族)が 86%）であった。現在のヴェトナムでは華人（中国人､中国系ヴェトナム人の総称）120 万人で半数がホ
ー・チ・ミン市の華人街チョロン*に住む。ゴ・ディン・ジエム政権も南北統一後の労働党中央も、夫々華僑に対
してヴェトナム国籍を取るべく圧力をかけてきた。
* 明が滅び、1679 年頃鄭成功家臣ら 3000 人の兵が 50 隻の船でヴェトナムに亡命してきた。グエン朝はその中国
兵を南部に派遣、クメールが支配していたメコン一帯を攻略させ、グエン朝はジャディン城を築いた。この土地に
続々 と中国人が移住し、サイゴンとチョロンが建設された。

カンボジアで、シハヌーク殿下は 1945 年日本軍のクーデターで国家元首に据えられていたが、1955 年人
民社会主義共同体と呼ばれる統一団体を組織し、総選挙で大勝した。この時期、農村は疲弊し、シハヌーク
王制に反対する共和派が力を持ち始めていた。
インドシナ 3 国の共産党は、ホー・チ・ミン主導のインドシナ共産党の中で活動していたが、1951 年ヴェトナ
ム、ラオス、カンボジアの 3 国の共産党に分かれた時、カンボジアの共産党は、ヴェトナム共産党と協調路線
をとるプノンペン政権のカンボジア共産党（「クメール人民党」）とヴェトナムと対立するクメール・ルージュのカ
ンプチア共産党（サロト・サル＝ポル・ポトが主導権）に分裂した。
1963 年のカンボジア共産党大会で、サロト・サルが書記長に選ばれると共に、ヴェトナムの息のかかった者
が指導部から一掃され、クメール・ヴェトミンは中央から退けられた。党内の主導権を握ったサロト・サル、イエ
ン・サリ等は 1967 年カンボジア西部地域のサムロウトで武装反乱を起こし、クメール・ルージュが武装開放路
線に走り、カンボジア内戦の始まりが告げられた。
1970 年共和派のロン・ノルが米国の支援を受け、反シハヌーク・クーデターを起こした。シハヌーク国家元
首を救ったのは中国の周恩来首相、そして北ヴェトナムのファン・バンドン首相も支援に回り、中国・ヴェトナム
の協力によるシハヌークを指導者とする反ロン・ノル、反米の｢カンプチア民族統一戦線｣と「カンプチア王国
民族連合政府」が樹立された。1975 年ロン・ノル政権を倒しクメール・ルージュが政権を奪取すると、内部抗
争が始まった。サロト・サルはポル・ポトと改名し、最高指導者として、極めて過激な都市文明の否定政策を実
行した。．．．都市住民の下放、市場の廃止、通貨の廃止、都市住宅の破壊。僧侶を下放、カトリック聖堂を爆
破。学校を封鎖。自動車などの交通手段を廃棄、西洋医学を否定。都市住民は集団合作社に封じ込められ、
水利施設、運河、堤防の建設などの集団作業にかり出された。重労働、栄養失調による死亡者が続出、3 年
8 ヶ月の間に 100 万人を超えるカンボジア人が死亡した。
ヴェトナムの中國との関係：ヴェトナム戦争中に起きた中ソの国際共産主義の主導権争い、米中の国交正
常化はヴェトナムをソ連との連携に走らせた。米国との長期にわたる戦争をめぐり中国との意見の相違が拡大
してきた。が激しくなった 1966 年からは二つの中国が出来、毛沢東、劉少奇対立の問題、文化大革命の支
持の問題が生じた。1972 年のニクソン訪中で『中国を攻撃さえしなければよい』との合意を与えたことから、ニ
クソンは北爆を再開、爆撃が激化された。（1971.7.15 ニクソン訪中発表、11.20 ファン・ヴァン・ドン首相訪中
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し中国のヴェトナム支持を確認、1972.2.21 ニクソン訪中。周恩来の回答から「ヴェトナム戦争が米国と和解す
る上での決定的障害とならないことを示していた」（ニクソン回顧録、1978）。）
ヴェトナムと中国の戦争：1968 年中国は、ソ連の援助を拒否し中国の全面的な援助を受け入れるよう求め
る提案をしてきた。中国に隷属することになるこの提案をヴェトナムは断った。1975 年ヴェトナムが全国統一
を成し遂げた後、中国は軍事援助を打ち切ってきた。中国とヴェトナムが戦争になったのは 1979 年である。
アメリカがヴェトナムを攻撃したのは、トルーマン、アイゼンハウワー、ケネディに言わせると、「中国の膨張
主義を阻止するためにヴェトナムに直接干渉しなければならない」からであった。実は、ヴェトナムの戦いは中
国を守るための戦いであったのだ。
中ソ対立の中、1969 年ホー・チ・ミン死去により、ヴェトナム共産党は集団指導体制（レ・ズアン第一書記）
を取る。ホー・チ・ミンは、中ソ対立のさ中にあって中立を保つことに苦労してきた。その遺書の中で、「国際共
産主義・労働者運動における兄弟諸党間の現在の不和についてますます心が痛む」と述べ、最後の望みとし
て、「わが全党、全人民が緊密に団結し、平和、統一、独立、民主主義、繁栄のヴェトナムを建設し、世界革
命に価値ある貢献をすることである」と記している。
「戦争が終わったら、先ず国土の再建に取り組もう」というホー・チ・ミン路線（ホー・チ・ミン革命）とは異なり、
レ・ズアン路線は「一挙に社会主義化を推し進める」（全国社会主義革命路線）ことに重点があった。それは、
1975 年のサイゴン陥落で実現する。1976 年南北統一のための総選挙が行われ、ヴェトナム統一が成立、国
名は「ヴェトナム社会主義共和国」に変更され、南臨時革命政府は消滅した。
「革命の 3 大潮流」理論（レ・ズアン）：「ヴェトナムは、現代のすべての革命勢力にとって、3 つの革命潮流
の中心的役割を担っている。第 1 に社会主義国における社会主義の防衛と建設の戦い、第 2 に植民地と隷
属国家における独立と防衛の戦い、第 3 に資本主義国における民主主義、社会進歩、平和の戦い、の 3 つ
の革命潮流の中心にある。ヴェトナムの戦いは、世界の革命闘争に有利な条件を造り出した。米帝国主義は、
この 3 つの革命潮流の強力な攻撃にあって世界の力関係はますます帝国主義陣営に不利となった。」
1976 年党大会は「民族解放事業が完全に勝利し、国が統一し、全国が社会主義へと前進している時」
（レ・ズアン）と位置付け、「米帝国主義と戦う 3 大革命潮流は勝利した」、「1972 年の戦略的攻勢の極めて大
きな勝利は、アメリカ帝国主義にパリ協定の調印と米軍の我が国からの完全撤退を余儀なくさせた」ことを強
調した。一見、レ・ズアンが米国について言っているようだが、痛烈な中国批判であった。ヴェトナム戦争中の
1972 年にニクソン米大統領の訪中を受け入れた毛沢東の中国指導部は、ヴェトナムの「主たる敵」となり、特
に、「1972 年の戦略的攻勢」と、「1972 年」を強調して、中国へあてつけた。
中国はヴェトナムの華人たちが大挙して中国に帰国していることを確認し、1978 年ヴェトナムへの経済援
助を打ち切った。ヴェトナムはコメコン（ソ連主体､経済相互援助会議 1949～1991）に参加、これに対し中国
は援助を全面的に停止した。ヴェトナムはソ連との友好協力条約に調印､中国との対立は決定的となった。
1991 年ヴェトナム共産党（ド・ムオイ、ヴォ・ヴァン・キエト）と中国共産党（江沢民、李鵬）の間で関係が正常
化されたが、中国は「台湾は中国の領土の不可分の一部である」ことをヴェトナムに確認させ、ヴェトナムへの
投資が最も多い台湾との関係を牽制した。
* 1985 年ペレストロイカ、86 年レ・ズアン死去、89 年中ソ関係正常化、91 年ソ連邦解体

<戦争後のヴェトナム>
ヴェトナムの歴史は中国の支配の歴史であった。近代に入りフランスによる支配が続いた。米国は第 2 次大
戦後、アジアでの毛沢東中国の成立、朝鮮戦争勃発、東西冷戦対決のアジアへの波及を恐れていた。ヴェトナ
ム独立戦争が、共産主義勢力によって指導され、その目的がインドシナ半島の共産主義化にあると見ていた。
ヴェトナム史によると、AD40、後漢の圧政に反抗して蜂起した、チュン姉妹（ハイ・バ・チュン）は、3 年間で
はあるが独立を達成した。1075､76 年、李朝のリ・トン・キエト将軍は、宋の大軍と戦い勝利し、「南の地(ヴェト
ナム)は南の帝王が支配するところである」と大国に屈しない気概を示した。ヴェトナム人は、ホー・チ・ミンは現
代のチュン姉妹、リ・トン・キエトであるとみる。
ホー・チ・ミンの遺書：（レ・ズアン指導部による）遺書書き換え問題
「戦争の犠牲者たちの記念公園をつくる事、愛国心を教育すること、地方機関は負傷兵や殉職者の父母、
妻子で困窮しているものに適切な生計の道を立てられるようにし、決して彼らが飢えたり凍えるままに放置して
はならない」、そして、戦争に勝ったら「農業税を 1 年間免除すること」を提案している。「自分の遺体は火葬に
して、灰を 3 つに分け、北部（ﾄﾝｷﾝ）、中部（ｱﾝﾅﾝ）、南部（ｺｰﾁｼﾅ）の人たちのために、夫々の丘陵に埋めて
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ほしい。丘墓には石碑、銅像を建てず、訪れた人々が休むことができるよう、簡潔で、広く、堅固で、涼しい建
物を建て、丘陵の上に植樹の計画を立ててほしい。訪れた人が記念に木を 1 本植える。日がたてば、森林と
なり、景色も良くなり、農業にも役立つだろう。管理は古老たちに委ねてほしい。」
しかし、遺体は、ソ連専門家により保存処理が施され、ハノイのバディン広場に建設された大理石の巨大なホ
ー・チ・ミン廟にまつられた。レ・ズアン指導部のハノイ中心主義を感ずる。遺書を公表したグエン・ヴァン・リン
指導部は国民に謝罪した。
今、ヴェトナムはレ・ズアン時代の「独自路線」から大きく転換し、インドシナはタイ、ラオス、カンボジア、ヴェ
トナムが相互依存関係にあり、インドシナは東南アジア諸国連合（ASEAN）と相互依存関係を望んでいる。
いまや、やはり、ホー・チ・ミンが掲げた独立、自由、平和、繁栄のヴェトナムを目指すのが本来の姿なのだ。
「ドイモイ（刷新）」路線：レ・ズアン死去の後、経済の開放、社会改革が「ドイモイ」をスローガンに始まり、刷
新路線が定着し、ホー・チ・ミンへの回帰が行われた。ヴェトナムが経済の時代へ大きく転換を遂げる歩調を
合わせ、1989 年タイのチャチャイ首相はヴェトナム、ラオス、カンボジア（プノンペン政権）に向って、「インドシ
ナを戦場から経済の市場へ」と呼びかけた。
カンボジアでは、1993 年国連監視下で総選挙が行われ、ポルポト派を除く 3 派が参加、新憲法のもとに立
憲君主制が採択され、ノロドム・シハヌークが国王に再即位した。1998 年辺境のポルポト派支配地域でポル
ポトが死去し、この地も平定された。
「環境破壊問題」：米国がヴェトナム戦争につぎ込んだ戦費は 1390 億ドル。米国人の死者 58 千人（うち戦
闘によるもの 47 千人）、行方不明 1 千人、戦傷 153 千人（1985 年）。南ヴェトナム政府軍の戦闘による死者
254 千人、韓国など同盟軍死者 5 千人。南部の民間人死者 430 千人、強制移住難民 6500 千人。北ヴェト
ナム軍・南解放戦線武装勢力死者 941 千人。更に 65～73 年間に砲爆弾 14 百万トン、枯葉剤空中散布 72
千トン（「エイジェント・ホワイト」、「エイジェント・オレンジ」作戦）。
（備考）
* ダイオキシン
ダイオキシンは環境ホルモン(生殖異常などを引き起す内分泌撹乱化学物質の一）で、癌性、癌促進作用､催奇形
性。人類が合成したもので最も毒性が強い化学物質とされ、青酸カリ､サリンの毒性を上回る。
除草成分としての枯葉剤は太陽光の紫外線などで分解されるが、ダイオキシンは簡単に分解されない。水には溶
けず、アルコールや油脂分に溶ける溶脂性のため、動物の脂肪に蓄積される。熱帯特有のスコールなど降水の度
に土壌から河川に流れ出たダイオキシンは動物プランクトンに摂り込まれ、小動物から大動物へと食物連鎖の過程
で濃縮され、それを食した人々の体内に蓄積する。また汚染された土壌と接触する中で、皮膚からも人体に浸透し
ていく。こうして臓器や神経をむしばみ、遺伝子までも狂わせ子孫にも影響を及ぼしている。
ヴェトナム戦争時、米軍は北爆開始（1965 年）よりも前から 1971 年までの約 10 年間、枯葉剤をまき続けた。
散布面積 240 万ヘクタール（関東地区全域に相当）。1975 年サイゴンが陥落しヴェトナム戦争は終結するが、前線
基地に保管しながら使用されなかった枯葉剤をアメリカ軍はヴェトナムの土壌に遺棄して撤退した。
同じことが沖縄でも起こっている。沖縄市の公営グラウンドの土壌中から除草剤のドラム缶が 50 本以上発見さ
れ、 一部腐食して内容物がしみだしていた。容器には製造を示す「ダウ・ケミカル」の名称があった。この場所はか
つて嘉手納基地の敷地が返還された場所である。対象物が兵器としての役割であったか、別目的であったかにせ
よ、危険な物質を他国の土地に放棄していた。
** ベトナム戦争の枯れ葉剤散布 75 トン（含､ダイオキシン* 166kg !!）
Ho Chi Minh City “The War Remnants Museum”
“Yet we were wrong, terribly wrong. We owe it to future generations to explain why.”
Robert S. McNamara.
IN RETROSPECT - The Tragedy and Lessons of Vietnam. Preface XVI - Times Books, NY, April 1995.
The following figures represent a part of those terrible wrong doings. In the Vietnam War, the US
Government mobilized 6.5million young people who took turns in fighting. The total US Force reached
543,400 men engaged, including 70% from the Army, 60% from the Air Force, 60% from the Marines and
40% from the Navy.
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22,000 US plants and factories supplied the war with their products. 7,850,000 tons of bombs of all
kinds were dropped over Vietnam plus 75,000,000 liters of defoliants ‐including dioxin‐were sprayed
over croplands, farmlands, forestlands and villages in the Southern part of this country. In World War
Two, the US had dropped 205 villages in the Southern part of this country. In World War Two, the US
had dropped 2,057,244 tons of bombs over different battlefields. According to the figures made public
by the US Government, 352 billion dollars were spent for the Vietnam War.
In North Vietnam bombs and bullets destroyed or heavily damaged 2,923 school buildings‐from
primary school to colleges‐1,850 hospitals, wards, nurseries, 484 churches and 465 temples and
pagodas.
Nearly 3,000,000 Vietnamese were killed, and 4,000,000 others injured, according to incomplete
figures.
Over 58,000 American armymen died in the War. Yet long-term consequences have not been
completely determined in the Vietnam War. In retrospect, it is not for inciting hatred, but just for
learning lessons from history: human beings will not tolerate such a disaster happening again, neither
in Vietnam nor anywhere on our planet.
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（後記）
中国による 1000 年の支配、フランスによる 100 年の植民地支配、その後の独立運動とヴェトナム戦争による 20
年間で疲弊したヴェトナムであるが、それは宿命的な地政学的立地によるところでもあろうか。
ヴェトナムの戦争は明らかに内戦であったが、中国の脅威を大きいと見たアメリカは南ヴェトナムを防衛することに
した。1964 年でっち上げたトンキン湾事件でアメリカは北ヴェトナムの爆撃を始めた。
マレーシア統合構想への反対、ニューギニア紛争等を巡って事々に対立するインドネシアへの恐怖感から、アメリ
カ以上に共産主義の南下に対する脅威を感ずるオーストラリアが、米のヴェトナム戦争に積極的に協力し、一時的
には米国を引っ張った（G.クラーク）。
ヴェトナム戦争では、近代兵器投入や枯葉剤散布作戦によるヴェトコン根絶のアメリカの近代作戦に対し、地下ト
ンネルや落とし穴などで対抗し、遂にはアメリカを追い落とし、全世界に衝撃を与えた。
ホー･チ･ミンによれば、近代兵力を持ちよく訓練されている米兵は、自国に対する外国の侵略に対して防衛する場
合は負けることはあるまい。しかし自分が侵略戦争をしていると分れば負けるだろう。我々は再び奴隷となる事の無
いように戦わなければならない、と。
ホー･チ･ミンは、中ソ対立のさ中にあって、国際共産主義・労働者運動における兄弟諸党間の不和に心を痛めて、
「わが全党、全人民が緊密に団結し、平和、統一、独立、民主主義、繁栄のヴェトナムを建設し、世界革命に価値
ある貢献をすることである」、更に、「戦争が終わったら、先ず国土の再建に取り組もう」と遺書に記している。然るに
後を継いだレ・ズアン路線は、「一挙に社会主義化を進める」ことに重点を置いた。ホー･チ･ミンの細やかな遺言
(p13-14)に関わらず、遺言は書き換えられ、ハノイ中心主義を示す大理石の巨大な｢ホ･チ･ミン廟｣が建設された。
40 年経った今でも｢ホ･チ･ミン廟｣への入館を待つ、若い学生たちや年配者たちの長い行列が絶えない。ホー･
チ･ミンの思想や人となりが、今なお国民の心に深く残されており、全国民の敬愛を集めていることがよくわかる。
ヴェトナム人民は、親しみを込めて「バック･ホ（ホおじさん）」の愛称で呼ぶ。
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