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近代ベトナム高等教育の形成過程に関する研究

　　　一外国教育モデル受容の比較教育学的分析-
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はしがき

　本研究の目的は､ベトナムの近現代史において､政治体制の転換が高等教育システムの

形成にどのような影響を与えてきたかを比較検証することである｡ベトナムの近現代史は､

フランスによる植民地化､旧北ベトナム独立後の社会主義化､旧南ベトナムにおける軍事

独裁､南北統一後の社会主義化､そして1986年末から始まった｢ドイモイ｣(Dol　Moi　:　刷

新)体制下における市場経済化などレさまざまな政治体制の転換･変化を経験してきた｡

それぞれの政治体制に特定の外国が大きな影響力を及ぽし､高等教育においても特定国の

外国教育モデルが優勢を誇ってきた｡その特定国とは､植民地時代にはフランス､独立後

の北ベトナムおよび統一ベトナムでは旧ソビエト遵邦､1日南ベトナムではアメリカであっ

た｡これらの外国教育モデルがベトナム高等教育にどのような影饗を与えてきたのかを明
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らかにすることが本研究のねらいである｡

　近代大学のルーツと人口に謄戻されているヨーロッパ中世大学は､世俗権力とは一線を

画し､教授団や学生による相互扶助を基盤とした自治組織であった｡そこでは､聖職者や

医者や法律家などの専門職業人が養成され､教授団によって学位認定を受けた｡ところが､

ヨーロッパにおいても絶対王政そして国民国家の形成に伴い､大学は国家発展の手段とし

て政府の統制下に置かれるようになった｡一方､多《の発展途上国では､欧米賭国および

日本に植民地化されたことにより､近代教育の基本的骨格は植民地時代に形成された｡ア

ジア諸国においても中核的大学のルーツは植民地高等教育に求められる場合が多《､大学

はその発祥以来､国家権力に従属する存在であった｡ベトナムも同様であり､20世紀の100

年間を通じて､大学は国家権力の道具であった｡

　ベトナム高

りなしてきた

最大の特色は､その複雑な歴史を通じて幾多の外国教育モデルが織

ある｡ハノイ駅の西側には､封建王朝時代の最高学府であり､儒教

　教育の殿堂で`あった文廟(孔子廟)･国子監が現在も残っている｡中心部の東端にあるオペ

　ラ座を少し南に下ったところには､仏領植民地時代の｢インドシナ大学｣のキャンパスが

　ハノイ国家大学の自然科学カレッジおよびハノイ薬科大学として現在もそのまま使われて

　いる｡市の南にあるレーニン公園の道向かいには､旧ソビエト連邦の援助によって建設さ

　れ､ソピエト高等教育モデルの象微的存在であるハノイエ科大学が広大なキャンパスを展

　開している｡また市内の各地には､ドイモイ以後に設置認可された民立大学(私立大学と

　ほぼ同義)や各種の専門学校があり､市場経済に対応した実学重視のカリキュラムを提供

　している｡

　　こうしたモザイク的状況は高等教育だけではない｡大統饌(国家主席)官邸はかつての

万仏領インドシナ総督官邸であり､共産党本部､迎賓館､外務省などの国家中枢機関の大部

分は､いずれもフランス時代の壮麗な建築物を補修したものである｡また､パーディン広

場にあるホーチミン廟､ハノイ駅の中央部分やそこから延ぴるチャン･フン･ダオ大通り
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沿いにあるソビエト･ベトナム友好会館は､直線的な社会主義リアリズムが偉容を誇って

いる｡同時に､市内の随所に中国式の仏教･道教寺院があり､欧米資本による高級ホテル

が近年統々と建設されている｡その―方で､ハノイのランドマークとなっているホアンキ

エム湖の北側には､中世以来の旧市街が喧噪につつまれて専門店街を形成している｡

　教育文化の重要な要素である外国語教育も､世代によって幾層にも分かれている｡封建

王朝時代の知識人は儒教エリートであり､彼らは漢宇に精通していた｡しかし､現在では

漢宇を解するベトナム人はほとんどいない｡フランスとの独立戦争を戦った70代以上の世

代では､知識人はフランス語による教育を受けた｡その子の世代は現在40~60代でベトナ

ム社会の中核となっているが､この世代はロシア語教育を受けており､数多くの学生がソ

ビエトに留学している｡ドイモイ後に就学した10~20代は英語教育を受けた新世代である｡

30代は学校教育ではロシア語を学んだが､成人したあとに英語を学んだ者が多い｡ただし､

世代によって学んだ外国語が多様化している一方で､すべての世代がベトナム語を必修と

してきた点では首尾一貫しているのである｡ここに､ペトナム教育の多様性と一貫性が集

約されているといえよう｡

　このように､ベトナムの政治､教育､文化を検肘する際には､自発的あるいは強制的に

導入された外国教育モデルの存在を抜きにしては考えられない｡そこで本研究では､フラ

ンス教育モデル､ソピエト教育モデル､アメリカ教育モデルの3つの西洋教育モデルがベ

トナムの政治体制においてどのように導入され､これに対してベトナム政府･大衆がどの

ように反応したのか､これらの外国教育モデルがどのように共存･競合しあったのか､と

いう問題に焦点を当てることとする｡比較考察の方法論としては､時間軸を一定にして共

通の事象を空間的に比較する『共時比較｣と､時間の推移による特定事象の変化･変容の

過程を比較検証する｢通時比較｣の2つの手法を用いる｡これらによって､ある途上国が

世界システム(櫨民地化､社会主義化､市場経済化)に組み込まれていくプロセスにおい

て､いかにして世界システムの諸要素を自国の状況に合わせて咀哨し､かつ店己のアイデ

ンティティを保ってきたかという点を､高等教育の場において明らかにしたい｡

　なお､本論文の大部分は､申請者が文部科学省在外研究員としてハノイ市の教育発展研

究院に在外研究員として滞在していた時期(2001年8月~2002年7月)に制作した｡同研

究院はベトナム教育訓練省直轄のシンクタンクであり､ベトナムで第一線の教育研究者を

多く擁している｡ダン･バ･ラム院長をはじめとする多くのスタッフの協力を得て､申請

者はここを拠点としてベトナム高等教育に関する資料収集やインタピューを行った｡また

ホーチミン市では､ホーチミン市国家大学社会･人文科学カレッジを拠点として取材を行

った｡,
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序章　本論文の主題と分析枠組み

　序章では､本研究の主題､比較教育の方法論､先行研究の整理､および本研究の内容構

成と用語の定義について述べる｡

第1節　本研究の主題と問題意識

1-1　本研究の主題

　本研究の主題は､ベトナム近現代史において､政治体制(レジーム)の転換が高等教育

システムの形成にどのような影饗を与えてきたのかを､比較教育学の観点から分析するこ

とである｡すなわち､仏領インドシナ時代､南北統一以前の北ベトナム(｢ペトナム民主典

和国｣)､南北統一以前の南ペトナム(｢ベトナム共和国｣:いわゆる｢サイゴン政権｣)とい

う3つのレジームの成立･交替によってもたらされた外国の教育モデルが､既存のペトナ

ム高等教育の中にどのように受容され､伺時にベトナム側からどのような反応がなされた

のかを明らかにすることが主たるねらいである｡

　封建王朝時代､仏鎖インドシナ連邦時代､南北対立時代､統一後のいずれの時期におい

ても､ベトナムの政治体制はつねに外国の圧力によって決定されるか､あるいはきわめて

大きな影響を受け続けてきた｡たとえぱ､中華王朝による度重なる侵略と占領に対抗する

ために､ベトナム封建王朝はむしろ積極的に中華王朝の統洽システムを模倣し､｢南方の中

華｣であることを政治的に装い統けた｡19世紀後半にフランスによる植民地化が進められ､

最後の王朝である睨(グエン)朝が傀儡化されると､ベトナムは｢仏領インドシナ連邦｣

の中核としてフランス総督府の支配下に置かれた｡仏領下のベトナムでは､政治･経済･

軍事･教育すべての頗域において､文宇通り｢フランスの､フランスによる､フランスの

ための｣統治が行われた｡

　第二次大戦後のベトナムでは､独立をめざすペトナム民主典和国政府と､植民地利権を

継続したいフランスとの戦争(いわゆる｢第一次インドシナ戦争｣あるいは｢抗仏戦争｣)

が勃発し､最終的には民主共和国側の勝利によって､ベトナムの国土は南北に二分される

に至った｡これにより､北の民主共和国ではソ遵や中国の援助によって社会主義化が進め

られる一方で､南のサイゴン政権では仏領時代以来の社会体制が継統されたが､そこに膨

大な量のアメリカの軍事･経済援助が注ぎ込まれ､南北の武力衡突に拍車をかけた｡いわ

ゆる｢ベトナム戦争｣は､1975年4月30日のサイゴン陥落という｢北による南北統一｣

によって決着をみるに至った｡しかし､統-ベトナムにおいては社会主義生産システムお

よび対ソ遵中心の外交路線の行き詰まりが顕著となり､1986年からは市場経済システムの

導入を含む社会･経済改革路線である｢ドイモイ｣(Doi　Moi:刷新)が進行中であることは
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周知の通りである｡

　このように､中国､フランス､ソ遵､アメリカという世界的大国の長年にわたる政治的

関与は､必然的にその教育モデルを既存のベトナム教育システムの中に浸透させることと

なった｡仮に外国教育モデルを｢特定の外国の教育制度･内容･価値観などに関する基本

的･典型的な枠組み｣と定義すれぱ､ベトナム史においては少なくとも特定の外国の教育

モデルとして､王朝時代における中薙教育モデル､仏領期におけるフランス教育モデル､

南北分断期の北ベトナムが導入したソビエト教育モデル､同時期の南ベトナムにおいてア

メリカの援助戦略としてもたらされたアメリカ教育モデルの存在を確認することができる｡

それぞれのモデルの基本的な特微を比較すると表序-1のようになろう｡

表序-1:ベトナムに導入された外国教育モデルの比較

中華モデル フランスモデル ソビエトモデル アメリカモデル

導入された時期 ~19C後半まで 19C後半~

0C前半まで

20C後半~

980年代まで

20C後半~

1975年4月まで

導入された時の

ジーム

封建王朝 仏領インドシナ 北ベトナムおよび

一ベトナム

南ベトナム(サイ

ン政権)

導入の形態 自主的 強制的 自主的 半強制的

教育モデルの支

的パラダイム

中華儒教思想 フランス古典教養 マルクス･レーニ

主義

アメリカン･デモ

ラシー

高等教育の主た

社会的役割

科挙試験を通じて

官吏養成

植民地官吏の養成 社会主義テクノク

ートの養成

反戦･反政府活動

拠点

最有力な外国語 中国語 フランス語 ロシア語 英語

　外国教育モデルは自発的に導入された場合と､強制･半強制された場合の2種類がある｡

たとえぱ､中華教育モデルとソピエト教育モデルはベトナム剃の自主的判断によって導入

されたが､フランス教育モデルは明らかに植民地権力によって強制されたものであり､ア

メリカ教育モデルもまたアメリカの援助戦略として半強制的に南ベトナムに押しつけられ

たといえるだろう｡自発的に導入した場合と､強制･半強制の場合によって､教育モデル

の普及過程にどのような違いがみられるのかは注目すぺき問題である｡

　また高等教育の主たる社会的役割としては､時のレジームを支える官吏およぴテクノク

ラート(技術官僚)を養成するという点では共通しており､高等教育が政治体制と密接に

結ぴついていた点では一貫している｡ただし､アメリ吻教育モデルが導入された|日南ベト

ナムでは高等教育進学はむしろ微兵猶予の手段であり､大学は反戦･反政府運動の拠点と
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化した点で､他とは著し《伏況が異なっていたのである｡これについては第3章で詳しく

述べよう｡

　それぞれの外国教育モデルは､そのモデルが形成された国の言語を必然的に伴った｡す

なわち､中華教育モデルであれぱ中国語(漢字文化)､フランス教育モデルはフランス語､

ソピエト教育モデルはロシア語､アメリカ教育モデルは英語が､各モデルの普及過程にお

いて最有力な外国語としてベトナムに浸透していくことになった｡フランスモデルの普及

過程においては､フランス語の補助言語として用いられたベトナム語のローマ宇表記であ

るrクオック･グーj(Quoc駐u:直訳すると｢国語J)が､ベトナム知識人の手によって

普及活動が行われた｡このクオック･グーが現在のベトナム語書法の基礎となった点から

も､クオック･グーはフランス教育モデルの副産物といえなくはない｡

1-2　本研究の問題意識

　本研究では､上記の主題に基づいて外国教育モデルの比較分析を行う

3つの問題提起について解明したい｡

ことにより､次の

肩君理起い房在のぺ/ヽナぷ溥等叔穿シヌテ｡ム/まどの外屡教溥｢そダ刷ごj碑浹貳るのか｡

肩盾楚起2jぺ/ヽナムぱ新しい外厦教岸モデルをどのよう/こ受容･反応したか｡

屑盾理起3;新/17の外厦教穿モデルがどのように超合､あるいぱ発存したのか｡

　アメリカの比較教育学者であるアルトバック(P｡G｡Altbach)によれば､｢今日のアジア

の大学はすべて､その起源においてーつないしそれ以上の西洋大学モデルの影響を受けて｣

1おり､特に植民地経験を持つ国々の学術樽造は宗主国のそれが基本となっていると指摘

している｡同時に､西洋モデルが長年にわたって導入されていく過程で､アジア諸国は自

国の教育状況に適合するように西洋モデルを土着化していったことも見逃すことはできな

い｡しかし開時に､アルトパックは次のようにも主張している｡

　　｢アジアの大学は単なる西洋の大学のコピーではない｡大幅な手直しが行われているのであり､そして､

西洋の考え方とアジア賭国に固有のニーズや慣行との間の相互作用がきわめて重要である｡アジアの高等

教育機関はそれらが拠って立つ西洋モデルからの影響と同じほど､各l独自の社会的､歴史的､文化的お

リふアルトパック(1993)(大塚豊訳)｢交叉したルーツーアジアの高等教育に対する西洋のインパクト｣

Pふアルトバック､V｡セルバラトナム編(馬越徹･大塚豊監訳)『アジアの大学一従属から自立へ』玉川

大学出版部､15頁(原著FrM　j胎邸demリ∂加lm･祚丿勁f加ye/卯l郎1むL4幻郎吻jvers出esの初

版は1989年)｡
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よび政洽的背景を反映している｡アジアの大学は､いくつかの具なった文化の要素が組み合わさった混合

物である｡西洋の大学文化や組織が支配的であるとはいえ､それも土着の影饗によって変形されたものな

のである｡｣2

　アルトバックの考え方は､植民地から独立国へと政治体制が転換する中で､旧宗主国が

持ち込んだ大学モデルがどのように変容していったのかという問題を提起している｡しか

しながら､ベトナムのように櫨民地が解体した帰結として政治体制が南北に分断され､さ

らに武力によって再統一されたというきわめて複雑な変遷をたどってきた国では､単一宗

主国大学モデルの土着化という単純な図式だけでは.､その高等教育の本質を理解すること

はできない｡なぜなら､ベトナムに持ち込まれた西洋の高等教育モデルは､少なくとも3

種類(フランスモデル､ソビエトモデル､アメリカモデル)が存在するからである｡それ

ぞれのモデルが､いつ､どのようにして導入されたのか､それが既存のモデルとどのよう

に競合あるいは共存したのかという関係性を明らかにすることによってはじめて､現在の

ベトナム高等教育の原型がどこにあるのかを探ることが可能となる｡

　本研究がベトナムを対象とする第1の理由は､言うまでもなくベトナム近現代史が､植

民地支配による封建社会の崩壊､社会主義化､イデオロギー対立による国土の分断と得統

一､市場経済への体制移行という､20世妃世界史の雄図云なっているがゆえに､発展途上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　-rjr≒Jぁ　　4恥加φ"jj`M゛=゛゛~=""゛りM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“乙　4

国における政洽と教育の関係tについてのあらゆる要素がベトナムに存在すると思われる

からである｡ベトナムというフィルターを通して､途上国教育に共通する何らかの特性を

見いだせるのではないかと考えたのである｡現実にベトナムの教育現場には､教師や年長

者を敬う儒教教育の伝統､フランス植民地時代に作られた校舎の改修利用､選抜主纏的な

進級制度､教育行政の中央集権制､社会主義思想科目の必修制度､英語学習熱や欧米の外

資系企業への就職人気の高さなど､外国からもたらされた複数の教育モデルの痕跡とみら

れる特微が､今日もなおモザイク状に混在している｡今日のベトナム人にとって自明の光

景となっている教育現場の諸要素は､それぞれが異なる時代､異なる政治背景､異なる方

法によってベトナムに取り込まれたのである｡本研究ではその実態を明らかにしたい｡

　第2の理由は､ペトナム高等教育制度の基本的性格が南北において大きく異なっており､
　　　　　　　　　　らjMFijR--　-　｢

そうした差異には南北分断時代のそれぞれの高等教育体制が起因しているのではないかと

考えたからである^｡甫北による高等教育の性格の違いは､それぞれの中心都市であるハノ

イとホーチミン市においてより顕著である｡首都ハノイには高い社会的威信を有する専門

大学(エ科大学､医科大学､貿易大学､水利大学など)が数多く設置されている｡ヌ汲予丿一

ディシプリン型大学を目指して1993年に設立されたハノイ国家大学(Dai　Hoc　Quoc　Gia　Ha

宋尚Noi)は:､わずかに自然科学カレッジ､社会･人文科学カレッジ､外国語カレッジを傘下に

2同上､31頁｡
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おさめているだけであり3､実質的にはりベラルアーツ&サイエンス中心の文理型大学で

ある｡規模的にみても､ハノイ国家大学は市内に数多《存在する大学のーつに過ぎない｡

　これに対してホーチミン市では､1995年に設立されたホーチミン国家大学(Dal　Hoc　Quoc

Gia　TP｡　HO　Chi　Minh)がこれまで圧倒的な量的シェアを誇ってきた｡同国家大学は旧ホー

チミン市総合大学､同市師範大学､同市工科大学､同市技術師範大学､同市腹林大学､同

市建築大学､同市経済大学､同市財政･会計大学､同市法科大学というホーチミン市内の

主要専門大学が一斉統合される形で設立されたので､規模の上ではハノイ国家大学をはる

かに凌駕し4､少なくとも外見上はマルチ･ディシプリン型の総合大学であった｡しかし､

90年代の急激な就学者増加によってさまざまな弊害が発生したために､政府は2000-2001

学年度からは自然科学カレッジ､社会･人文科学カレッジ､工科カレッジ以外の諸カレッ

ジを専門大学として分離独立させ､ホーチミン市国家大学のスリム化を図った｡

　それでも専門大学の数は､人口約270万人のハノイ市内に28校存在するのに対し､ハ

ノイの2倍近い約510万人の人ロを擁するホーチミン市にはII校を数えるのみである

　(2001-2002学年度)5.さらに､マルチ･ディシプリン型大学は､北部ペトナムにはハノ

イ国家大学とターイグエン(Thai　Nguyen)大学しか見あたらないのに対し､北緯17度線以

南の旧南ベトナム地域には､フエ(Hue)大学､ダナン(Da　Nang)大学､タイグエン(Tay　Nguyen)

大学､ダラット(Da　Lat)大学､カントー(Can　Tho)大学など､地名を冠した総合大学がいく

つも存在している｡相対的には､専門大学は北部に集中し､総合大学は南部に多いという

特微が指摘できる｡また､人口あたりの高等教育就学者数をみると､ハノイ市がホーチミ

ン市の3倍以上であり6､人口分布に比していえぱ､高等教育機関が北部ベトナムに偏在

していることが明らかである｡

　一国の高等教育の構造が､南北でどうしてこのように具なるのか｡この問題の根幹には､

かつての南北両政権における教育路線の違いが起因していることは明らかであろう｡ソピ

エト型社会主義教育を行った北ベトナムでは､｢マルクス=レーニン主義の原則に従って､

大学は国家に属し､国家は教育や研究の政策を策定し､それを経済･社会発展の総合的計

3ベトナム曙の原語表記では､国家大学傘下の緒カレッジは｢大学校｣(lruong　dai　hoc)となっている｡

しかし､その長が学長と称していることからもわかる通り､日本の総合大学の学部よりも機能面において

はるかに独立性が大き《､国家大学は実質的に各カレッジの連合体となっている｡このため日本的な意味

での学部と訳さず､本諭文では｢カレッジ｣と訳出する｡なお､大学校と直訳するのを遊けたのは､日本

において文部科学省以外の省庁が管轄し､学校教育法の適用外の商等教育機関である｢大学校｣(たとえ

ば防衛大学校､気象大学校など)との混同を避けるためである｡

4たとえば､1998-99学年度の就学者数は､ハノイ国家大学68j82人に対して､ホーチミン市国家大学

139,995人であつた｡BO　Gjao､､Duc　Va　D卸Tao,Trung　Tam　Thong　Tin　Quan　Ly　Gjao　Duc(1999),5ひ£jeぴ

7加刀g恥の卯加cj　ac　rjra卯g扨i/加c吻C卯Z7郎gj府1励c/夕対-/タ卯(教育訓練省教育情報管理セ

ンター『教育統計資料:大学･短大編1998-99学年度』)
5　BO　Giao　Duc　va　Dao　Tao:　Trung　Tam　Thong　Tin　Quan　Ly　Giao　Duc(2002),タθ£/即7加雌加6'j卯加む

ac　r/wl?g狗/励cりaa鉛雌丿府1加c即∂/一即既pp,　4-6.(教育訓練省教育情報管理センター『教

育統計資料:大学･短大編200ト2002学年度』)

6人ロ1万人あたりの高等教育機関就学者数は､ハノイ市l,414人に対し､ホーチミン市444人であった｡
BO　Giao　Duc　va　Dao　Tao｡　Trung　T錯Thong　Tin　Quan　Ly　Giao　Duc,　op.cit｡4より算出｡
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画の中に統合する｣7路線が敷かれ､南ベトナムでは実用主義的･大衆主義的な性格をも

つアメリカ大学モデルが20年にわたって導入された｡ベトナム高等教育の甫北比較は､政

治と教育の関係についての迪域間差異を明らかにする上で興味深い事例になりうるであろ

う｡

第2節　高等教育比較の方法論

2-1　比較教育学における途上国研究の分析枠組み

　発展途上国の教育を政治･経済の文脈の中で分析する枠組みには､大き《二つの系譜が

ある｡一つは戦後のアメリカや国際機関による途上国援助の理論的支柱となった｢近代化

理論｣(Modernization　Theory)の系譜であり､もう一つは近代化論に対するアンチテーゼ

として登場した｢従属理論｣(Dependency　Theory)の系譜である｡いずれも途上国の状況を

分析するために用いられた経済学や政治学の理論モデルが教育学に援用された｡

　　｢近代化理諭｣では､教育や人材養成への投資が経済成長にプラスの影響をもたらすと

みなされる｡そして経済成長こそが､迷信と随習に取り囲まれた｢伝統｣社会にとどまっ

ている途上国を､先進工業国のような合理的精神に基づいた｢近代｣社会へと離睦させる

鍵であると考えられた｡経済成長を達成するためには､個々の国民の経済的価値を高める

ことが不可欠であり､途上国政府や国際援助機関はそのための財政m動･投資を積極的に

行うことが奨励された｡この理念は特に｢人的資本論｣(Human　CapHal　Theory)と呼ぱれ､

アメリカおよび国際機関の途上国援助プログラムにおいて実践された｡ここに通底するの

は､｢伝統｣社会から｢近代｣社会への移行は人類普逼の原理であり､すべての国は同一の

発展段階をたどるとする認識である｡

　人的資本論に基づ《代表的な研究としては､F.ハーピソンとC｡マイヤーズ(F｡Harbison

&C｡Myers)が1964年に発表した『経済成長と人間能力の開発』を挙げることができる｡

彼らが目指したのは､経済発展段階と労働力養成の関係を国際比較によって定式化するこ

とであった｡彼らは世界75カ国を｢低開発国｣｢部分的低開発国｣｢準先進国｣｢先進国｣

の4形態に分類し､中等教育と高等教育の就学率からなる複合指数が一人あたりGNPと高

い相関を示すことを証明した｡その結論として､途上国の経済成長のためには中等教育(特

に職業教育)･高等教育への投資を増やすことを提案し8､大きな影饗を与えた｡

　しかしながら､近代化理論に対する大きな期待とは裏腹に､実際には多《の途上国は経

7レ･タン･コイ(1991)(前平秦志､田崎徳友､吉田正晴､西之園晴夫訳)『比較教育学-グローバルな

視座を求めてJ行路社､】64頁(原著はLe　Thanh　Khoi　(1981),ががゐaび･c同県r&,9,Armand　Coljn
llditeur,Paris,)なお､Le　Thanh　Khoi　を原語の発音通りに力タカナ化すると､｢レ･タイン･コイ｣だ

が､日本ではすでに｢レ･タン･コイ｣の表記が定着しているので､こちらを用いることとする,

8　F｡ハーピソン､C｡マイヤーズ(1964)(川田寿･桑田宗彦訳)『経済成長と人間能力の開発jダイヤモン

ド社､318頁(原著は､F｡Harbison　a　C｡A,Myers(1964),£必aU卯,拗即餅ef朋d政o卸ljc　Q∂剌力;

ぶけおeμ肘∂/加s,z?知丿卯rrf狗ye知周朗|,Mc-Graw　Hi　H　)｡
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済的『離陸j(take　ofDを遂げることができなかった｡60年代から70年代にかけて､南

北格差は縮小するどころか､全俸としてはむしろ拡大の一途をたどった｡ノアとエクスタ

イン吐Noah　l　M.,E£kstein)は途上国側の失望について､､次のように言及している｡

　　｢教育に多くの投資がなされた｡教育は､世界の病弊を治療する鏝上の薬として声高に称揚された｡

貧しさも､軍国主義も､憎しみも､政治的従属も､個人の失墜もすべて学校によって克服されるはずだっ

た｡ところがそうはならなかった｡失望は理解できる｡195{}年頃に世界が直面していた問題の厳しさは

時とともに消滅するどころか増大した｡これは予想外のことであった｡r失敗jの貴任を社会制度に帰す

る誘惑が大きかった｡これらの社会制度の中でもとりわけ高い希望を寄せられていた学校の失敗がもっと

も悲惨であった｡それだけに学校がもっとも強《断罪されることになった｡｣9

　理論面においても､近代化理論は『進歩』概念の普遍性を協調したために､現実の世界

システムにおけるそれぞれの国の位置づけを理解する視点が欠落していることが明らかと

なった｡つまり近代化理論の欠陥は､世界には経済的申心地域と周辺地域が奉実として存

在し､この構回が戦争や植民地支配を通じて長年にわたって築きあげられてきたという各

国の歴史的経緯を捨象してきたことであるといえよう｡こうして､近代化理論に対する批

判を代弁する形で登場した従属理論が､｢独立後も彼らの国の問題がなくならないという事

実に欲求不満になり､しびれを切らしていた第三世界の知識人を引きつけたJloのである｡

　従属理論は､第三世界の低開発状態を植民地時代に旧宗主国によって搾取され続けた結

果であると解釈し､独立後も先進国の開発援助などによって､旧宗主国をはじめとする先

進国への従属の度合いが強まっていくと主張する理論である｡比較教育学の研究者はこの

理論を用いて､先進国と途上国の間に存在する､国際的な知識伝達ネットワークの従属関

係を図式化した｡近代化理論における｢伝統｣-｢近代｣の図式がリレー競争のような単

線的な発展経路を表現しているのに対して､従属理諭の基本となっている｢中心｣-｢周

辺｣図式は､｢中心｣が富めぱ富むほど､｢周辺｣がますます貧困になっているとする相反

関孫を示している点で対照的であった｡

　従属理論を用いた比較教育学研究には､｢従属社会の一員として､欧米の｢知的帝国主義｣

に対抗して自らの研究をかかわらせていこうとする｣11途上国の研究考による告発色の強

い研究と､｢中心部にいることの利点をいかし､中心部による知識や教育の支配に光をあて､

9ハロルド･ノア､マックス･エクスタイン(2000)(松久玲子訳》r比較教育学における従属理諭-12の

教訓丿立ルゲン･シュリーパー編(馬越徹,今非重孝監訳)『比較教育学の理綸と方法』川90頁(原著は
Jurgen　schriewer&Brjan　Holmes(1988),r/凶)r/邸朗ぴ紛/加面//7a7即好al/吋£而aり卵,verlag　Peler

LanFGmbH,'Germany.)

lo同上､190頁｡
o前平泰志(1987)イ比較教育学と従属理諭一教育の臣視的アプローチのために-｣小林哲也･江原武一

締著｢国際化社会の教育課題』行路社､IH頁｡
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制度や物的､財政的リソースの従属の構造を実証的に解明しようとした｣12先進諸国なか

んずくアメリカの研究者による研究の､大きく2つの系統がある｡後者の系統の代表的存

在であるアルトバックは､第三世界13の大学が抱える｢知の不平等性｣について､次の5

点を指摘している14.

　L第三世界の大学のルーツは西洋にあり､第三世界の知的あるいは教育的伝統とはほとんど無関係で

ある｡政治的なイデオロギーや体制の如何にかかわらず､西洋大学モデルを抜本的に変えようとした第三

世界の国は存在しない｡

　2.多くの第三世界諸国で西洋の言語が用いられている｡植民地経験の有無にかかわらず､第三世界に

おける西洋の言語の影響力は非常に大きい｡大学は一般国民から切り離され,必要以上にヨーロッパ･北

米指向を余儀なくされる｡

　3.第三世界は知識の｢消費者｣にすぎない｡世界の科学研究の大半は先進工業国で行われている｡第

三世界の大学には最先端の研究を行うための人材､資金､方法諭が欠如しているので､知識の｢生産省｣

にはなりえない｡

　4.知識の伝達手段は先進工業国の手中にある｡国際的に著名な学術誌や出版社も､例外なく光進工業

国に存在し､第三世界の胱者に対する関心をほとんど持っていない｡

　5.第三世界から多くの留学生が先進工業国に留学しており､彼らは留学先の教育制度､教育･研究上

の方法諭などに大きな影響を受けている｡

　アルトバックによれば､現実の途上国においては､こうした不平等性を根本的に変革し

ようとする試みはほとんど成功していない｡しかも､外国の援助プログラムや文化交流事

業などの政策は､従属関係を継､続･強化する結果をもたらすことが多い｡途上国に招聘さ

れた西洋人の専門家は､教育､研究､マネジメントなどのあらゆる面で､自国の教育モデ

ルの移櫨に努め､その擾位性を高めようとするという15.外国からの援助の非中立性につ

いては､発展途上国の教育事情に詳しいレ･タン･コイ(Le　Thanh　Khoi)の次の指摘が示唆

的である｡

12同上､111頁｡

13　｢第三世界川こはさまざまな政治的意味があるが､アルトバックはアジア､アフリカ､ラテンアメリ

カなど発展途上賭■の総体を表す単廳として用いている｡
14　P｡G｡アルトバック(19S4)(藤非泰訳)｢｢中心一周辺丿綸からみた大学Jf比較高等教育諭』(馬越徹監

訳)､,玉琲大学出版部､11FH7頁(屎典はPふAHbach(1982)/‘The　university　as　Cenler　and
Peri帥ery"　｡　がj助frレ£而raり卯功功が勁片d鮨r斌Maruz朗Asia,pp.45-65j

9同上,､H7頁｡
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　　｢理論的には､援助は要請国によって表明された必要に応じてなされる｡しかし実際には､援助は援助

国によって｢提案される｣ことがしばしばであり､援助国はこれらの｢必要｣についての独自の構想に応

じて､援助を行うのである｡その構想が､援助国の経済政策および文化政策(中略)や､知的な流行ある

いははやり(中略)や､圧力団体の行動(中略)に従うことはありうることである｡J16

　実際､ベトナムにおいても1950年代には北ベトナム(民主共和国)がソピエト遵邦の

教育専門家を招聘し､南ベトナム(サイゴン政権)ではアメリカ教育援助プログラムが数

多《実施された｡

　ところが､多くの比較教育学者が従属理論を使って途上国の教育問題を論じたにも関わ

らず､実際には導き出された分析結果はおしなぺて曖昧かつ従属理論の基本テーゼに矛盾

するものであった17｡これらの研究の多くは教育の低開発状態を説明しているが､いわゆ

る｢低開発の開発』(Development　of　underdevelopment)がいかにして進行していくのかと

いう動態については､ほとんど説明を行っていない｡ノアとエクスタインによれば､従属

理論を用いたアルトバックの一連の研究は大学間の不平等を指摘しているにすぎず､それ

が先進工業国と途上国の支配一従属関係によるものなのかどうかは定かでない｡この因果

関係こそ検証すべきであるが､実際になされているのは状況説明にすぎないと批判した18.

　仏領期のベトナムでは､総督府が玩朝の科挙試験を愚民政策の一手段として存続させて

きたのに対し､むしろペトナム知識人の側がその意図を見抜き､完全廃止を主張していた｡

さらに､ベトナム知識人は国民の識宇を向上させるために､クオック･グーを初級段階(初

等教育の最初の3年間)の教授用語とすることを主張するなど､フランス中心主義的な櫨

民地教育に対して絶えず改革と門戸開放を訴え続けてきた｡結果的にクオック･グーは庶

民の書きことぱとして広範に普及し､ペトナム人用の学校(越仏学校)よりも教育水準の

高かったフランス人用学校には､ペトナム子女の入学希望が殺到したのである｡総督府は

こうした動きを弾圧しつつも一定の妥協を余儀なくされた｡いみじくもケリー(G｡Ke目y)

が指摘しているように19､仏領期のペトナムには｢低開発を開発する｣という従属理諭の

定式は必ずしも当てはまらないのである｡

　今日の比較教育学において指摘されている従属理論の問題点は､その理論的枠組みが現

実世界を単純化しすぎており､途上国内部の問題を捨象していることに集約される｡従属

16レ･タン･コイ､前掲書7､187頁｡

1　7　ハ　ロルド･ノア､マックス･エクスタインレ前掲綸文9､182-190頁｡

18同上､】72-】73頁｡
19　GよKelly(1982),“Telchers　and　the　TransmissLon　of　Slate　Knowledge:　A　Case　Sludy　ol　Colonial

vj椚nam≒P｡G.AHbach,G,P.Ke目ylR｡F｡Arnove(eds｡),Cθ即訂肩沙ef面caり卯,MacmHlan｡

pp.L76-194.およぴ､G.P｡Kelly(}984),¨ColoniaHsm,lndigenous　Socjely,　and　Sehool　Practices:

French　West　んfrica　and　lndochjna,.J918-1938",P,G｡Altbach&G.P,KeHy(eds｡九　甜ぴcalj如a�
1力e　a/oぬa/&μΓ/印ce(second　revised　version),Tr卸sac日on　Books,　pp｡9-32.
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理論は近代化理論に潜む｢欧米中心主義｣のエゴイズムとその弊害を告発することにその

存在意義があり､従属理論自身は途上国の現実の教育問題に対して具体的な改善策を提供

することはなかった｡従属理諭はマルクス主義のイデオロギーを援用して､現状の不平等

を『分析』『批判｣するための道具であって､政策立案を行うどころか､肝心の現状分析す

ら合理的･科学的に実行できなかったと批判されている｡

　さらに重要なのは､教育における従属理論の基本テーゼは､国際的に｢周辺｣に位匿す

る教育システムが､いずれも｢中心｣的存在への昇格を目指しているが､いまだ達成でき

ないでいるとする考え方を前提にしていることである2o｡極論すれぱ､予算も人材も不足

している途上国いずれもが､ハーバード大学やマサチューセッツエ科大学のような大学を

作りたいと願っているという前提である｡果たしてそうであろうか｡ここには､途上国の

大学は､一義的には､その国の発展に寄与すべき存在であるという認識が欠如している｡

途上国の中心的大学に諜せられている使命は､その国の発展段階に応じて適切な人材養成､

適切な研究活動を行うことであって､臣費を投じて先進国の最有力大学と同水準の大学を

設置することでは必ずしもないであろう｡世界のほとんどの大学が西洋大学モデルを取り

入れているとしても､そのミッション､活動形態､規模､社会ニーズはそれぞれの国･地

域によって異なっているのである｡従属理論では途上国側の主体性が考慮されておらず､

　｢導入した西洋大学モデルを､いかにして自国の政治･経済･社会伏況に適切なものに修

正･再編成するか｣という視点が欠落していると思われる21.むしろ､この視点こそが途

上国の高等教育にとって最も重要な牒題なのである｡

　本研究では､外来の西洋教育モデルを導入することに対して､ベトナムがどのように主

体的に反応したのかに焦点を当てたい｡本研究が意図するのは､近現代のペトナム高等教

育が自国の社会伏況に適切なものであったのかどうかという｢静態｣ではな《､どのよう

にして土着化を進めてきたか､もしくはなぜ土着化できなかったかという｢動態｣を調ベ

ることである｡その前提にあるのは､途上国の高等教育は､必ずしも西洋大学モデルを無

自覚的･盲目的に受容するわけではな《､一般的には自国の伏況に適した大学を主体的に

作ろうとする意思を持っているとする考え方である｡

2-2　比較教育研究の方法論をめぐる議論

　それでは途上国の教育問題は､どのようにレたら比較分析できるのであろうか｡比較教

20　｢高等教育において豚知された水準の高さは､宗主国の研究大学のことであり､多くの大学は､この

種の中心的存在になりたいと願っているJPふアルトバック､前掲諭文14､HO頁｡

21途上国側の状況やニーズという視点を捨象していることについては､近代化理綸も同様である｡たと
えばIMFなど国際機関の途上国教育援助は､教育機関の民営化､分権化､規制緩和､敢府助成の縮小･廃

止､受益者負担の増加などの｢経跨効奉重視｣のプログラムを一律に課すことが多《､それぞれの途上国
固有の状浹や問題点にはあまり注意が払われてこなかった｡近代化理論も従属理論も､経済学から借用さ
れた概念であるために､先進国と途上■の経済関係が基軸となった点では典通している｡両理諭とも､途

上国の｢外側Jに教育問題の動機と要因を求めた｡
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育学は教育学の諸領域の中でも汀教育制度間の類似点や相違点の中から意義を見いだそう

とするj　22ことに特色を持つ学問領域である｡石附実の言葉を借りれば､教育を一定の方

法論によって比較することの意義は､『全体像を見て､客体(観)化と相対化を経ることに

より､実証的に物事を把握する｣23ことにある｡当初は､外国の教育制度の｢借用｣

(borrowing)にすぎなかった比較教育学の方法諭を精緻化する二ーズが高まったのは､アメ

リカによる途上国への教育援助が活発化した､1960年代になってからのことであった｡

1968年にコロンビア大学教綬のLベレディはr比較教育研究法jを出版し､その中で教育

制度を比較する際の方法論として､次の4つの段階を提唱した24.

①r記述j(deseripOon):一国における教育情報の系統的収集およびその詳細な記述

②r解釈j(1nterpr剖alion):社会科学の手法を用いた分析､意昧の解釈

③『並置j{jux{apos　H　ion):資料を俸系化レ比較のための基本的な枠組み･カテゴリーを整理し､

　　比較分析の仮説を導《こと､

④『比較｣(eomparison):選択した問題の問時比較《simuHaneous　comparis･n)を行い､定立した仮説

　　を検証すること

　ペレディが提唱した比較方法の4段階は､20世紀前半の比較教育学の主流な方法論であ

った｢要因分析法｣(factor　analysis)よりも､比較の方法がより具体的かつ実証的に改良

された点で評価されている25.彼は仮説の定立とその検証という手順を比較教育研究のミ

ッションとして位置づけた｡

　同時期(1969年)に､ノアとエクスタインはその共著r回訂幻加ScjacいfCθ即araバve

£心aljo(『比較教育学の科学化を求めて』)において､自然科学における実験の方法膀に

擬して､比較教育学の方法論の精緻化を図った｡彼らが唱えたプロセスは､①仮説の定立､

②概念の明確イビと指標の開発､③事例となる国の選定､④教育データの収集と加工､⑤仮

説の検証､の5段階である26.彼らは､仮説を最初に設定し､これを各種指標を用いて分

析･検証することを主張した｡こうした自然科学の研究手法を比較教育学に導入すること

によって､独立した学問領域としての客観性､実証性の向上を目指したのである｡

22　G｡Z.F｡ベレディ(1968)(岡津守彦訳)『比較教育研究法』福村出版､4頁｡(原著は､GよF,Bereday(i964),

Γθ即jra//ye加/加がj刀£面cj/j卯)

23石附実(1996)r比較･国際教育学とは何か｣石附実r比較･国際教育学丿東信堂､5頁｡

24　GふF｡ベレディ､前掲書22､,jO-25頁および260-270頁｡･
25　20世紀の前半にサドラー(M,E｡Sadler)､サンディフオード(P｡SandHord)､シュナイダー(F｡

Sehneider)､ハンス(N.Hans)らが提唱した『要因分析法｣は､r各国の教育制度を形成する諸要因を解明

し､それぞれの教育制度を理解･説明することをねらいとする方法｣であり､『各国の教育が｢どのよう

になっているか(how)｣という問に答えるのではなく､むしろ｢なぜそうなのか(why)｣という間に､その

理由や要因を探求することでもって答えようとする｣方法綸であった｡ニ宮皓(1990)r比較教育学の研究

法｣吉田正晴編『比較教育学丿福村出版､27-31頁｡

2ご6　HよNoall,MよEckslein(1969),7jnrd'　1加&/朗ce　a八冶聊ralfyH泊c釘/朗,Macmillan,222p.
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　ベレディおよびノアとエクスタインの方法論に典通しているのは､仮説を設定すること､

教育データの収集と整理を重視すること､整理したデータを用いて仮説を検証すること､

主権国家を比較の単位とすることの4点である｡しかしながら､これらの重要性は世界の

比較教育学研究者に共有されたものの､実際にこの方法論に準拠して研究を行った事例は

少なかった｡比較の方法が技術論に偏り､現実の社会･教育現象に柔軟に対応できなかっ

たことに加え､冷戦構造の崩壊や地域紛争の激化などにより､国民国家を比較の単位とす

る伝統的な比較手法が賑界をきたすようになったためである｡前述したアルトバックの研

究なども､複数の国･地域の教育事象を横断的に分析･検討し､社会科学の｢中心一周辺｣

概念を用いてはいるが､その手法はあくまで事実を叙述する方法に頼っている｡一方で､

ベレディおよびノアとエクスタインの方法論にとらわれない､独自の比較枠組みによる研

究もいくつか試みられている27.

　むしろ､現在の比較教育学において量的に主流を占めているのは､各国あるいは各地域

の教育問題を深く掘り下げた｢地域研究｣(area　study)である｡地域研究では社会科学の

さまざまなアプローチ(政治学､経済学､歴史学､人類学､社会学など)を用いるが､必

ずしも複数国･地域の比較を行うわけではない｡比較教育学の国際的なジャーナルにおい

て､今日最も多いのは一国研究それも特定地域を対象とした地域研究である｡

　特に日本においては､｢一国の教育政策における最新のトピックスを､フィールド撰奎

や質問紙調査などの手法によって追跡･分析するミクロ型の研究｣28が主流となっている｡

研究で重視されるのは､もっぱら主題のオリジナリティである｡方法論については､欧米

の動向をフオローする程度にとどまっており29､方法論研究と地域研究との往復運動はほ

とんど行われていない｡このため､日本の比較教育学は慢性的なアイデンティティ･クラ

イシスに陥っており､学会においても地域研究や外国教育学とどう差別化していくのか､

27代表的な研究として､ヴィールマンズとチャンによる､アジア9ヵ国の産業化の過程における個人の

意識変容に関する比較研究などが挙げられる｡この研究の中心的な分析枠組みは､産業精神(lndusけjal
Menlality)､文化的アイデンティティ(Cultural　ldenlily)､中等教冑のコア･カリキュラム(Core

Curriculum)の3変数を､それぞれ｢人と自然(nature)j｢人と社会(fe目o徊an)｣｢人と自我(seH)｣r人

と超越的存在(transcendental)｣の4つの関係軸において分析するという構造である｡そして最後に､こ

れら3変数の相互連関のしくみについて考察している｡結諭部分では､産業精神と文化的アイデンティテ
ィが中等教育のコア･カリキュラムに及ぼす影響関係に焦点が当てられ､圃者が相反することによって均

衡が保たれるとする｢支配仮説｣(dominanl-hypolhesis)と､相補することによって均衡が保たれるとす

る｢相互依存仮説｣(in{erdependence-hypo{hesis)両考の比較から､各国の中等教育カリキュラムの特質

を比較検討している｡この研究では､近代化と教育の関係が､従来の経済指櫃による単線的な成長経路で

はなく､個人の意識変容のプロセスという質的側面にアプローチしている点が特微的である｡w｡wielemans
a　P,C｡Chn(eds,)(199,2),釦邸aり卯a/7d　rl//　1ぴμ/刀//7面ぶlr/j//z/z7gお征Leuven　universi　ty　Press.

“筆者は1996年に日本比較教育学套の学会誌である『比較教育学研究』の第16号(1990年)から22号

(1996年)までの7巻に掲載された自由研究個人諭文67本を購べた｡このうち､発展途上賭国を対象とし

た論文は25本(37%)であり､このうち一国研究は22本と約9割を占めていた｡近田政博(1996)｢第三

世界教育研究の方法綸に関する試諭-90年代の動向分析を中心に-｣『名古屋大学教育学部紀要一教育学

科-J　1996年度第43巻第1号,52頁｡

29たとえぱ次の文献｡ユルゲン･シュリーバー細(2000)(馬越徹､今井重孝監訳)『比較教育学の理論と
方法』東信t　278p｡(原著はJorgen　Schriewer&Brian　Holmes(1988),7加a万ej　a�扮/加お功
a即訂aりye釦ぴca/j卯,'verlag　Pe{er　Lang　GmbH,　Germany.)
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という問題提起が頻繁に投げかけられている3o｡

2-3　本研究の比較方法

　本研究では､ベトナム高等教育の形成過程において導入された複数の外国教育モデルを､

時間軸と空間軸の両方を用いて比較したい｡ベトナム出身の著名な歴史学者･比較教育学

者であるレ･タン･コイ(Le　Thanh　Khoi)は､教育比較の単位として､①国際比較､②国内

比較､③超国家比較く文明間比較､先進諸国一開発途上国比較､資本主鍍賭国一社会主義

請m比較､大地域圏比較)の3次元を挙げている31.さらに､スイスの言語学者ソシュー

ル(F｡Saussure)の言葉を借りて､研究の軸として｢同時性』(simultaneHies)=｢典時｣

軸と｢連統性パsuccessivit6s)=｢通時｣軸という2つの軸を設定する必要を述べている｡

　『共時レ軸では､｢共存する物の聞の関係に関わっており､時間の関与はそこからまったく

除外されている』32.｢通時｣軸では､｢一度に一つの物しか考えることができないが､第

一の軸のものすべてが変化しながらそこに位厦づけられるのである｣33.ここでいう共時

軸はいわゆる空間比較､通時軸はいわゆる時間比較と考えてよいだろう｡

　表序-2は本研究における典時比較(その多くは空間比較)の枠組みを示している｡コ

イが述べているように､典時比較では時間軸を一定にして､異なる国･地域に共通する教

育事象を比較考察する｡これは主としてベトナムと賭外国の高等教育比較であり､その作

業を通して各時代におけるベトナム高等教育の特質を明らかにすることがねらいである｡

いいかえれぱ､共時比較においては教育の｢静態｣の特質を探ることが目的である｡

　具体的には､第1章では玩朝と清朝における科挙試験制度の比較､仏領インドシナとフ

ランス本国との高等教育比較､インドシナと日本櫨民地(台湾､朝鮮)の高等教育比較､

第2章では北ベトナムと旧ソピエト遵邦の高等教育比較､第3章では南ベトナムと韓国に

おけるアメリカ教育援助政策比較､南北統一後の|日南ベトナム地域におけるフランス､ア

メリカ､ソピエトの3外国教育モデルの総合比較を行う｡第4章では､市場経済移行期の

あるベトナムと中国において高等教育改革を比較検討する｡

3o｢比較教育学者はフィールドの専門家からスタートしないといけないのか｡｢地域研究考｣たることが

擾先されるのか｡アカデミズムの潮流に乗った課題意識の優先か地域の実情把握が優先か｡はたして学問

的アプローチが多様である比較教育学に正統というものはあるのだろうか｡｣竹熊尚夫(2001)｢比較教育
学と地域教育研究の牒題｣日本比較教育学会編『比較教育学研究』第27号､東信堂､9頁｡

　　｢(前略)情報技術の進展や国際教育協力の進展などによるグローバル化のなかで､ある地域の教育事

情についての情報を収集し､それを整理してコメントを加えるという｢地域教育事情｣は､次第に研究と
しては評価されにくくなってくるのではないだろうか｡(中略)したがって今後は､理綸的な分析や研究

の枠組みでオリジナリティを示すことのできる地域教育研究､他の学問分野との開連を視野に入れた学際
的な地域教育研究､あるいはひとつの国に限定されない(少なくとも‘region'としての地域を対象に

した)地域教育研究ないしは比較教育学研究が必要とされ､｢地域教育研究｣(=地域教育事情)はこのよ

うな地域教育研究の前提に通ぎなくなるのではないだろうか｡｣渋谷英傘(2001)｢地域教育研究の可能性

-｢地域教育事情｣からの脱皮｣日本比較教育学会編｢比較教育学研究丿第,27号､東信堂､23頁｡

31　レ･タン･コイ､前揚書7､82-HO頁｡

32同上､､147頁

33同上､147-148頁｡グ
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表序-2:本研究における共時比較の枠組み

章 共時軸(時期) 比較の対象 比較する項目

1 阪朝時代 限朝ベトナムと

朝

科挙試験の目的､基本制度､実施内容､規模など

1 仏頗時代 仏領インドシナと

ランス本国

高等教育制度､高等教育内容､卒業生の就職状況など

1 仏領時代 仏慨インドシナと

日本植民地

(台湾､朝鮮)

大学の設立時期､拡充過程､規模､教授陣･学生の構成､

教授用語､卒業生の就職状況など

2 独立直後 東･東南アジア諸国

般

宗主国モデルヘの対応､新しい外国教育モデルの採用など

2 南北対立時代 北ベトナムと

ビエト連邦

高等教育制度･規模､高等教育内容､入学･就職システム､

授用語､政治･思想教育など

3 南北対立時代 旧南ベトナムと韓国

おけるアメリカの

育援助政策

援助システム､援助目的､援助内容､援助対象､現地人ス

ッフの関与など

3 南北統一後 旧南ベトナム地域に

ける仏､米､ソ連

各高等教育モデル

フランス教育モデルとソビエト教育モデルの典通性

メリカ教育モデルとソビエト教育モデルの典通性など

4 ドイモイ期 ベトナムと中国 高等教育の構造･機能面における諸改革

　表序-3は通時比較の枠組みを示す｡通時比較では特定の教育事象が時間軸によってど

のように変化･変容していくのかを観察する｡つまり､対象とする教育事象を一定にして､

観察時期を複数設定する｡この方法では､レジームの転換およぴ変化によってベトナム商

等教育がどのように変容したのかという｢動態』を把握することがねらいである｡
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具体的には､第1傘では､ベトナム社会における言語ヒエラルキーが､植民地化以前と仏

頷植民地時代でどのように変容したのかを検討する｡第2章では､独立間もない北ベトナ

ムにおいて､仏領高等教育がどのように解体され､民主共和国政府による社会主義高等教

育がどのように逡設されたのか｡また､大学の新設形態が民主典和国の初期と後期(南北

統一する直前)でどのように変化したかを検討する｡第3章では､南ベトナムにおける支

配的な外国教育モデルがサイゴン政権初期と末期でどのように変化したか､南ベトナムの

高等教育体制が南北統一以前と以後でどのように変化したかを考察する｡第4傘では､ド

イモイ体制下のベトナムにおいて従来の社会主高等教育システムがどのように市場化しつ

つあるのかを考察する｡

表序-3:本研究における通時比較の枠組み

傘 通時軸(比較の主題) 比較する時期

1 ベトナム社会における言語ヒエラルキー 植民地化以前と仏領植民地時代

2 北ベトナムにおける仏領高等教育の解体と社会主義

等教育の建設

仏領植民地時代と民主典和国独立以後

2 北ベトナムにおける大学新設形態 1960年代前半までと1960年代後半以降

3 旧南ベトナムにおけるフランス､アメリカ両高等教

モデルの競合

サイゴン政権初期とサイゴン政権末期

3 旧南ベトナムにおける高等教育システムの再編 南北統一以前と南北統一以後

4 社会主義高等教育の市場化 ドイモイ以前とドイモイ以降

　このように､共時比較と通時比較ではその手法と目的が異なる｡表序-2､表序-3か

らわかるとおり､典時比較では｢比較する項目』における類似性と相違性について検証す

るのに対し､通時比較では｢変化のあった項目｣の内容を検証する｡前述したように､本

研究の主題は政治体制(レジーム)の転換がペトナム商等教育システムの形成にどのよう

な影響を与えてきたかという｢動態｣を明らかにすることで'ある｡ペトナム高等教育形成

のダイナミクスを十分に把握するためには､平時すなわちレジームの安定期における｢静
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態｣と､レジームの転換期における『動態｣の両方を組み合わせて検討する必要があろう｡

第3節　ベトナム高等教育に関する先行研究

3-1　先行研究の整理

　本研究の手法は､既存文献の収集･分析を主とし､ベトナム人専門家に対して文献内容

の聞き取り確認作業を並行して進める方法をとる34.収集した文献は､①ペトナム国内に

存在するベトナム語､フランス語の一次資料､②欧米(とくにアメリカ)で出版されてい

るベトナム教育に関する文献や博士学位論文(英語)､③日本の研究者によるベトナム社会

科学に関する文献(日本語)､の3種類に大別される｡②の博士論文の大半はアメリカの大

学院に留学したベトナム人によって書かれたものである｡

　王朝時代の儒教教育に関しては､社会主義ペトナムが王朝時代を封建的制度と階習に満

ちた暗黒時代であると位置づけてきたために､学術研究の対象にはなりにくかった｡ペト

ナム教育研究の中心課題は､独立後の国家建設において教育の近代化をどう進めるかとい

うことに常に焦点が当てられたからである｡ただし､ドイモイが浸透するにつれて実証的･

客観的視点による歴史研究が盛んになり､今日ではベトナム人研究者および欧米人研究者

による王朝時代に関するいくつかの研究業績が生まれている35.

　仏鎖インドシナ時代における教育制度･伏況は､植民地政府が残した多くの行政資料か

ら窺うことができる36.こうしたフランス語文献の多くは､ハノイ市内にある国家図書館

(Thu　vien　Quoc　Gia)に所蔵されている｡また､仏鎖インドシナに対する政治的関心を強め

ていた当時の日本政府は､インドシナ民政について詳細な研究調査を行っている37.そこ

には､ファシズム体制下の日本の視点から､当時の仏領インドシナの教育制度､教育行政

に関する調査結果が多く残されている｡また､今日では何人かの欧米の研究考やペトナム

34ただし､聞き取り確認を行った相手の氏名は､諸般の事情により伏せた｡

35たとえぱ､次のような文献がある｡
･Nguyen　Quang　Thang　く1998),茄∂Ja/同6'jaθ加ごド/e/旭玖nha　xuat　ban　van　ho飢(『ベトナムの

科挙と教育』文化出版社)
･Nguyen　Tien　Cuong　(1998),タぴμal　rr/e17　g/卯心ごya　,;加ゐ/力/,7ぴθF/el旭l/加/μ朗g幻邸,

nha　xuat　ban　giao　duc｡　(『封建時代のペトナムにおける教育発展と試験制度』教育出版社)

･NguyenThe　Long(1995),ぬo加c　o　F/er尨l,nha　xual　ban　giao　duc.　く『ベトナムにおける儒教』教

育出版社)
･A.Woodside(1988),胃el刀aa�1加aね7ese励面/,j4a陶

卯yer皿四1/刀/力e月μ/力a汀θ//加肩j7酎e即ノガ卵肩ぴry,hrvard　universily　Press｡

36フランス語資料は今日もベトナムに多数残されている｡たとえば､次のようなものがある｡

゛RR,　G1raud　&Bui　Ngo　Hien,　Universit6　de　Hanol,　a泌&/必z4必l,,r徊必油j,1冶,£)屈ら財�ec沁耐

戸み4r澗4c池召ea湖沁4rむeljrなj即吋u&7好9-祁パ『仏饌ハノイ大学学生便覧:法学ヽ医学､薬学､美術､工

芸美術』)
゛Gouvemement　G6n6ral　de　l'lndochine　(1922),尺向涛回alG初･沁/&ぽn4タlme耐S9&'凶rパインドシナ総

督府『高等教育総規j)
37たとえば､太平洋協會編(1940)『佛鎖印度支那　政治･経済丿河出書房､畜稗總督府官房外事課編(1929,

1932,　1937,　1943)『南洋年鑑丿南洋協會斎稗支部など｡これらは､j｡u帥加心向g&/･加1.d&le(イ

ンドシナ統計年鑑)など仏領インドシナ総督府発行の一次資料を参考文献としている｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-16　-



人アメリカ留学生が仏頗インドシナの教育状況について研究業績を残している38.とくに

ケリー(G｡Ke目y)の博士学位論文は､仏領インドシナ時代における現地ベトナム人用学校

である『仏越学校｣(Franco-vietnamese　School)の実態を比較教育学の観点から分析した

労作である｡

　民主共和国として独立した(1945年)以後の高等教育史は､その後身である現ベトナム政

府によって､｢公式記録｣という形で残されている｡この公式記録は､長年にわたって国家

教育省および大学･中等職業教育省の副大臣を務めたレ･ヴァン･ザン(Le　van　Giang)の

監修によって2回発行されている｡一冊は『ベトナムの大学･中等職業学校史:1945年の

8河｢革命から1954年ディエンピエンフー戦の勝利まで』(1985年)39､もう一冊は

　『1955-1975年段階におけるベトナム大学･中等職業学校教育』(1993年)4oである｡

　ペトナム史は1954年のジュネーブ講和会議を境に､それ以前は抗仏戦争(第一次イン

ドシナ戦争)による内戦下､以後は南北分裂の時代を迎えるというレジームの変化があっ

たので､大学･中等職業学校史もこの年を境に2冊に分けて編集されている｡上配の両書

は､大学･中等職業学校省(1990年以後は現教育訓練省)の直轄シンクタンクである大学･

中等職業教育研究院(vien　Nghjen　Cuu　Dai　Hoc　va　Trung　Hoc　Chuyen　Nghiep　:　現在の教育

発展研究院)が編集を行っている｡

　さらに教育訓練省は､全教育段階および教師養成や教育行政など､独立以後の公教育全

般の公式記録として､『教育･訓練事業発展の50年間(1945-1995年)』(1995年)4jを編

纂している｡公式の教育統計については､南北統一直後の1976年に､大学･中等職業教育

省が『統計年鑑:大学･中等職業教育発展の20年:1955-75年』を編集している42.この

統計には南北分断期の北ペトナムおよぴ南ベトナムの高等教育･中等職業教育に関する多

くのデータが掲載されており､これ以後､ペトナム教育史に関するほとんどの文献は同資

料のデータを用いている｡南ベトナムのデータは､サイゴン改権崩壊後に押収した教育資

料を整理したものと思われる｡こうした各種の資料･統計は､今日では教育訓練省および

38たとえば､次のような文献がある｡

･David　G.Marr(1981),町el討肘se　rradjりo刀卯　rrja/　/タ2∂-ノタ45,Univ｡of　California　Press｡

･GaiI　P｡　Ke目y(1975),Fr郎c∂-y/e/17aese　Sc力卯/s,/幻Sloj鮨&Ph.D｡thesis　of　lhe　university

of　wisconsin-Madison｡

'Nhu　Duc　Duong　(1978),f而caり卯jj7りe//?韻ぴj7der　/力e　Fre肘力加耐朗//卯,/甜2-jタ邨,Ph,D｡lhesis

of　Southern　l　I　Hnois　universi　ly　at　Carbondale.

3　9　Le　van　Giang　(chu　bien)(1985),£jc力釦拘丿瓜,c　ya　rr卯g励回加y朗海肩邸y凶/V諮jr□7E力

ぬ刀g勁a㎎7jl　/タ45加刀Oj郎乃a刀gZ)畑刀別即昂□弱4,vien　Nghien　Culu　Dai　Hoc　Va　Trung　Hoc　Chuyen

Nghjep,343p｡

4　o　Le　van　Giang　(hieu　dinh)(1993),タ∂勁部£允力釦j　Gj卯加c狗丿加c　ya　7yl/雌加caぴy朗ノvμ/印

ドノむ/v∂1ぶ/aj加郎/舒5-75,(ta目ieu　lham　khao　noi　bo),Vien　Nghien　Cuu　Daj　Boc　Va　Trung　Hoc　Chuyen

Nghiep,　170p｡

41　Tr卵Hong　Quan　(chu　bien)(1995),甜洵盾勁&17r/a&海が陶ぱj抑加c吻狗∂D∂り対5り卯幻,

Nha　xua{Ban　Gi　ao　D･uc,　480p｡

4　2　vjel　Nam　D･an　Chu　Cong　Hoa　(1976),ノy/e刀Gf朗勁卯g恥;即洵盾昂a　r　77j･/ej7　6;/卯加cゐ/崩cり

た間g励cC加ye刀絢μ1絢幻弱5-75,BO　Dai　}{oc　Va　Trung　Hoc　Chuyen　Nghiep,　206p.
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教育発展研究院に保管されている｡

　北ベトナムがどのようにしてソビエト高等教育モデルを導入したかについては､アメリ

カの大学におけるベトナム留学生の博士学位論文が言及している｡たとえぱホア･フオン･

チャン(Hoa　Phuong　Tran)は､仏領時代のフランス教育モデルと民主共和国が導入したソピ

エト教育モデルを比較対照し､両教育モデルの受容は盲目的に進められたのではなく､ベ

トナム側が常に自主的に取捨選択を行ってきたと主張した43｡ドアン･ヴィエット･ホア

ット(Doan　Viet　Hoat)は､マルクス=レーニン主義に基づ《政治･思想教育の状況につい

て詳しく論じている44.

　南北分裂期の南ベトナム(サイゴン政権)における高等教育については､1998年にホー

チミン市社会･人文科学センターが『サイゴン=ホーチミン市の教育の歴史(1698-1998)』

を編集している45.同書からは､サイゴン政権下の高等教育システム､解放区の教育状況､

および南北統一以後の再編過程についての貴重な情報を知ることができる｡日本では真保

潤一郎が南ベトナムの教育状況について簡単な紹介をしている46.南ベトナムからは多数

の学生がアメリカ留学をしたことから､彼らの中に自国の高等教育についての博士論文を

アメリカの大学に提出した例がある｡たとえぱ､グエン･スアン･トゥ(Nguyen　xuan　Thu)､

グエン･･ヒュウ･フオック(Nguyen　Huu　Phuoc)らが南ベトナム教育システムについて詳細

な考察を行っている47.前述のホアットの学位諭文は､アメリカの教育援助について本格

的に分析した数少ない文献として価値がある48｡　|日南ベトナムの高等教育機関が発行した

資料(入学要項)などの多《は､現在ホーチミン市図書館に閉架所蔵されている｡

　ドイモイ以後の高等教育については､1997年に教育訓練省がまとめた『教育･訓練にお

けるドイモイ10年間(1986-1996)の総括と評価:総合報告と詳細(内部資料)』49が詳し

《論じている｡同書からは､ドイモイ期の教育について政府内でどのような議諭がなされ

てきたかを知ることができる｡教育統計に関しては､教育訓練省内の教育情報管理センタ

43　Hoa　Ph.uong　Tran　(1999),町酎脂lese別助er£面a/j朗aN加Z刀ね?μecl/卯θ/j7r朗c力郎dSびy/el

/訂/肘肘6,Ph｡D.lhesis　of　Sta{e　University　of　New　York　al　Buffal0,　256p.

4　4　Doan　viet　Hoal　(1971),勁e狗yejθ鐸邸M了励而r17択助･er甜ひcal/θ幻j7　y/eM紹;/1　/゛θc邸卯C�/訂a/
a刀dS∂cjθリ∂/μμa/　Fθμes,Ph｡D｡thesis　of　The　FIorida　Slaie　universHy,323p.

4　5　Trung　Tam　Khoa　l{oc　xa　Hoi　va　Nhan　Van　Thanh　Pho　HO　C到Minh(1998)(HO　Huu　Nhul),£jc力釦6'/a∂

加cS肩aj7　n郎力昂∂励aj　yj刀力ぐμ侭-/卯私Nh,a　xuat　B･an　Tre,274p｡

o真保潤―郎(1960)｢ベトナム共和国の教育現状｣『現代教育科学』明治図書出版､123-124頁｡同論文
はElon　E｡　Hildreth(1959),“The　Challenge　in　Education"　in“Parl　Four:　EducaHon　for

Development"ln町訂喘抜一勁eFjμ/F抄e　yeaμ;加/刀/ef周//∂/7a/砂即∂jj回,Mishiga11　Stale　univ,

Press,365p.の抄訳｡
4　7　Nguyen　xuan　Thu　(1974),∂f卯肩zaU卯a/ぶ//･ぴcl町ea�ayer刄朗a口)/j励/仔吻/yeμ/りa　j/7

町e油朗,Pレh.D｡Thesjs　of　ljndiana　universi　ty,　213p.およぴNguyen　Huu　Phuoc　(】974),ro/e即ar訂y

£而c肩丿朗aj昂//∂即拗/eぶj17　y/e/刄躊,/弱4りタ沁メIC∂即訂j//腎肋a/μ/ぶ,Ph｡D｡Thesjs　onh･e

unjversi{y　of　Southern　CaH　fornia｡　177p.

いDoan　viel　Hoal,　op,　c　□｡抹

o　BO　Giao　Duc　va　Dao　Tao(1997),勁鰐xej吻Jひa励G/a約θ/狗l加/励/G/aθ加.c杓狗∂r卸

ぐ/タ邱り卯むjj卯Q∂r∂刀g,1帥均a/7泌r(Luu　hanh　noi　b･o),291p｡
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-が毎年3月に『教育統計資料Jを発行している5o(日本の『学校基本調査報告書』に相

当するが､内部資料扱い)｡この資料には､｢就学前･初等･中等教育編｣｢中等職業学校編｣

　｢大学･短大編｣の3種類がある｡一般に市販されている『統計年鑑』などの教育関係デ

ータは､すべてこの教育統計資料をもとにしている｡

　また､オーストラリア人研究者D｡スローパー(D｡Sloper)と大学･中等職業教育研究院の

レ･タク･カン(Le　Thac　Can)､ダン･バ･ラム(Dang　Ba　Lam)らの国際協力によって編集

された『変革期ベトナムの大学』は､これまで量的拡大の動向分析に偏りがちであったベ

トナム高等教育研究において､はじめて管理運営､教職員のキャリア形成､研究活動の状

況､高等教育財政､学習施設､民立大学)の抱える問題､地域社会への貢献など､高等教

育の各種インフラについて批判的に検討している51.

　これまで外国でほとんど知られていなかったペトナム高等教育の実態を詳細に説明し

た同書の意義は大きい52｡この他､ドイモイ期の高等教育を扱った学位論文としては､1980

年代後半から90年代前半にかけて実施された大学無試験入学制度を訓査したチャンの研

究(Thao　xuan　Tran)53､ロシア語から英語への外国語教育の転換に焦点を当てたドー

(Thinh　Huy　Do)54の研究などがある｡

　さらに､1990年代にベトナムを取り巻《国際環境が改善されると､国際援助機関が続々

とベトナム教育支援に乗り出した｡そのための基礎調査としてさまざまな報告書が作成さ

れている55.これに対応して､ベトナム政府の側からも英語による情報発信が積極的に行

われるようになった｡教育訓練省は数年ごとに英語版教育要覧の改訂を行っており56.教

育訓練副大臣であったファン･ミン･ハク(Pham　Minh　Hac)は､ベトナム教育に関する概説

書を英語で出版している57｡こうした情報公開･発信が進む中で､日本でもペトナム高等

50

2002年7月現在における最新の高等教育統計は､BO　Giao　Duc　Va　Dao　Tao:　Trung　Tam　Thong　TirQuan
Ly　Giao　Duc(2002),5θ£jeび乃卯g加の郎加cj　Car　7r卯刀gj)aj加c吻aθ狗刀gj旭l瘤cZ卯/-Z卯Z,

50p｡

51デイヴィッド･スローパー&レ･タク･カン編著(1998)(大塚豊監訳)『変革期ベトナムの大学』東

信堂､245頁(原著はDavid　Sloper　&Le　Thac　Can　(eds｡)(1995),が/加er£向a//n　//7　りeり7al;　a即ge

a�加即卯se,lnstilute　of　Soulheast　Asian　Studies,　Singapore,238p｡)

52同書はペトナム高等教育に関して日本曙で紹介された唯一の包括的な研究書と言っていい｡しかしな

がら､今日の高等教育システムがどのようにして形成されてきたのかについては､第3章でご《簡単に紹
介されているだけである｡同書が一貫して扱っているのは､1986年以降｢高等教育のドイモイ｣がどの

ように進行しているかというテーマである｡
53

Thao　xuan　Tran(1998),j即ad∂/θpeh4面/ぶμ卯ぶ知//cj邸幼りe/刀紹,Ph｡D｡Thesis　of　the

University　of　Pennsylvanja,1　1　5p.
54

Thinh　Huy　Do(1996),F∂μ/卯£即卯a卯£面ca汀卯尹θ/jcy　/刀'胃e,り7紹り力ej恥a吋卯刃ceθ/励9行助

顛dづは/即ac/卯折昴e川泊a打朗｡Ph｡D｡Thlesis　of　universi　ly　of　Southern　Ca目fornja,156p｡

55代表的なものとしては､World　Bank　(19･96),y凶/7alj£而c∂1/卯肋7郎c/ほ191p,およびHanoi

Nat　ionaI　Econo削c　universi　ly(NEU)&Japan　lnternatjonal　Coop･er,atjon　Agency　(JICA)(2001),ぶ/びがy
訂厨昴er釦ぴca斤卯jj7町eり7紹/刀ae　Fje摺∂/&∂肋lja　j�釦幻刄6ぶぬ刀a卯肘肩/刀/加&卯聞jc

7y即幻り朗尹町/�,6Hp｡
56

Minislry　of　Education　and　Training,　Socjalist　RepubHc　of　vjelnam　(2000),哨?1/7紹f面ca汀郎

a�r3j肩/lg∂jμclθ/･y,EducaHon　Pub目shing　House,　291p｡

5　7　Pham　Minh　Hac　(1996)｡F/酎刀鋒'jど面caり卯,･乃ea/汀邸げθぶμ/∂刀a面凡//訂e行∂5βer/s,The　Gioj

Ptlbl　Lshers,208p｡ただし､最近のベトナムでは英語による教育情報発信が活発化しているものの､その
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教育拡大の構造分析58､1998年に国会で可決･公布された『ベトナム教育法｣(Luat　Giao

Duc)の翻訳59などが進められており､今日のベトナム高等教育研究は前時代よりも活発化

しているといえる｡

3-2　ペトナム高等教育研究の特徴

　上記のようなベトナム高等教育研究の特微は次のように指摘することができる｡

　第1の特微は､束･束南アジアの他の諸国と比べると､ベトナム高等教育に関する研究

は数量的にきわめて少ないことである｡ただし少ないながらも､ベトナム以外の賭国(欧

米､日本など)では､封建王朝時代の科挙試験の研究､仏領時代の学校教育などについて

比較的多くの関心が寄せられてきた｡南北分裂時代の南ベトナム高等教育およびドイモイ

以後の高等教育改革についても､いくつかの主要な英語文献を見つけることができる｡と

ころが､1945年の民主共和国成立から1986年のドイモイ開始に至るまでの､旧北ペトナ

ムから統一ベトナムヘと40年にわたる社会主義高等教育の形成過程は､ほぼ完全なプラッ

クボックス状態に置かれてきた｡とくに日本では､高等教育分野のみならずペトナム教育

全体についても､その実態はほとんど知られていなかったのである6o｡

　一方､ベトナム国内においては､封建王朝時代や仏鎖時代の高等教育に関する研究は決

して多いとはいえない｡さらに､独立以後ドイモイに至るまでは､政府によるいくつかの

　｢公式記録｣の編纂作業以外には､高等教育研究としてはほとんど見るべきものがないの

である｡ところがドイモイ以後は､まさに雨後の笥のようにベトナム高等教育の発展戦略

に関する各種の報告書､従来の見解に対する批判的諭文が数多く発表されている｡こうし

た特微はどのような社会背景によるものであろうか｡

　その第1の理由は､共産党による―党制を維持するペトナムでは､｢公式記録｣に書かれ

ている内容に異議を申し立てることは長い間タプー視されてきた､という政洽的事情であ

る｡公式記録に書かれた内容は疑問をはさむ余地のない｢所与｣の事実として61､それ以

後に発行される論文の中に繰り返し引用された｡高等教育に関する論文は､公式記録の内

大半の内容は概説レベルにとどまっている｡

58近田政博(1998)｢ドイモイ体制下におけるベトナム高等教育の構造変化-ソピエトモデルからの転

換｣日本比較教育学会編『比較教育学研究』第24号､161-179頁｡

59近田政博訳､ヴオ･ヴァン･セン監修(2001)｢ベトナム教育法(翻訳)｣名古屋大学高等教育研究セ

ンター編『名古屋高等教育研究丿第1号､183-220頁(ベトナム教育法の原本は､£㈲ぽ/卯加ご,Nha　xuat

Ban　Chinh　Tri　Quoc　G.ia,1998.)

6oところが､人文･社会科学全体のベトナム研究者の数をみると√日本はベトナム本国に次いで世界最
大規模である｡古田元夫によれば､日本の大学における｢東洋史学｣講座の伝統がベトナム研究者の養成

に大きな影響を与えたという｡古田元夫(2000)｢日本におけるペトナム研究』木村汎､グエン･ズイ･ズ

ンヽ古田元夫編『日本･ベトナム関係を学ぶ人のためにJ世界思想社､227-230頁｡日本におけるベトナ

ム研究者の多さについては次の論文も指檎している｡
61

小川佳万によれぱ､こうした状況は中国の社会科学研究者においても同様であるという｡彼らもまた

中国典産党の政策を批判的に検討することは許されていない｡小川佳万(2001)『社会主義中国における少
数民族教育-『民族平等｣理念の展開-j東價堂､18頁｡
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容をフオローすることによって正当性を保証されるのである｡公式記録の主要目的は現体

制の正統性を証明することであるので､その必然として記述内容には一定の政治的バイア

スがかかっている｡こうした伏況では､ベトナム高等教育史に独創的な解釈を期待するこ

とは困難であり､研究活動を剌激するようなインセンティヴが存在しなかったのである｡

ドイモイ以後の高等教育改革についてベトナム人専門家の発言が活発なのは､現在進行中

の出来事であるので､公式記録の内容に束縛されることがないという事情がある｡

　第2の理由は､ドイモイ以前の高等教育史に対して､ベトナム人自身があまり関心を持

っていないということである｡ドイモイ以前のベトナム社会は､フランスからの独立戦争

　(抗仏戦争)､国土統一をかけたベトナム戦争(抗米戦争)､カンボジア進駐(1979)､中越

紛争(1979)､など､絶え間のない戦火と国際的孤立の中に匿かれ､国民は長期にわたって

耐乏生活を強いられた｡学校では軍事訓練や動労動員が日常的に行われ､空襲や戦闘によ

って多《の級友の命が失われた｡南ベトナムでは学生･生徒が無差別テロに巻き込まれる

ことも日常茶飯事であった｡筆者がベトナム人研究考に対して聞き取り調査を行う場合も､

今日では個人的な発言内容に関しては相当程度の自由が認められているにもかかわらず､

彼らはおしなべてドイモイ以前の教育伏況について多くを語ることを好まない62.ペトナ

ム人にとって､過去は｢つらく､苦しい｣記億の集積であり､研究対象として客観化する

ことはまだ容易ではない｡

　第3の理由は､1980年代までベトナムは国際的に孤立していたために､外国人研究考が

ベトナムで研究調査を実施したり､ベトナムの教育･研究機関と学術交流をすることが非

常に困難であったことである｡1980年代までは在住外国人とくに西側諸国の人々のベトナ

ムでの行動は厳しい制約を受けた｡このため､フィールドワークや資料収集は容易でなく､

ペトナム自身が80年代前半まで政治的･経済的に停滞していたこともあり､南北統一後の

ベトナムが多くの外国人研究者を魅きつけることはなかったのである｡教育の実態もほと

んど外国に知られることがなかった｡しかし､こうした状況は90年代に入ってペトナムが

全方位型外交方針を採用したことによって､大幅に改善されている｡今日では特別なケー

スでない限り､ベトナム国内における外国人研究者の活動には目立った制約はない｡

　ベトナム高等教育研究の第2の特微は､その大部分が量的記述によって占められており､

内容の批判的検証や動態分析はほとんど行われていないということである｡つまり､ベト

ナムで重視されるのは､教育の規模がどの程度拡大してきたかという｢量｣の問題であっ

て､数宇で測定するのが困難な『質｣の問題には､あまり注意が払われなかった｡これは

社会主義体制下における政策立案と実行がすべて､計量重視の計画経済システムに基づい

ていたことが大きく起因している｡このため教育分野に限らず､量的拡大によってどのよ

62現在のベトナムでは､私生活における言諭の自由はほぼ確保されているが､公的場面での体制批判が
タプーであることは以前と変わりない｡
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うな弊害が生じているか､量的拡大が果たして望ましいのかどうかといった批判的検討は

ほとんどみられないのである｡たとえぱ､教育訓練省が1995年に発行した『教育･訓練事

業発展の50年間(1945-1995年)』の中において､1950~60年代の高等教育拡大は次のよ

うに記述されている｡

　｢大学の規模拡大に伴って､大学教師の数も急速に増加した｡1955年に40人だった大学教師は､1957

年には343人､1960年にはl｡260人に増加した｡大学教師の確保のために､普通教育第三段階(訳注:

普通高校を指す)の教師から100人以上､国内外の大学卒業生700人以上､少数ではあるが各分野の科学

技術者も動員された｡』63

　｢第一次五ケ年計画(1961~65年)の見込みによると､短大卒レペルの経済分野の人材2万5千人､中

級レベル人材10万人､熟練工20万人が必要とされた｡これを達成するために､大学は教室数や新入生数

を増やし､専門分野を拡充し､社会人課程や聴講生課程を開設するなど､履修方法の多様化を進めた｡｣64

　ベトナム高等教育研究の第3の特微は､封建王朝時代から仏領時代､南｢北分断を経て得

統一､そしてドイモイという政治変動を通して､ベトナム高等教育が歴史上どのように形

成されてきたかという｢全体像｣(perspective)が不明のままであった､ということである｡

植民地時代の高等教育の状況は旧総督府文献に､旧北ベトナムー統一ベトナムの教育伏況

は政府の｢公式記録｣に頼るしかない｡ましてや､旧南ベトナムの高等教育伏況は体制転

換によって一変しているために､当時の資料の収集や政策当事者への確認作業は容易でな

い｡しかも､今日のベトナム高等教育研究は､大部分がドイモイ以後の政策研究を扱って

おり､ドイモイ以前の高等教育はむしろ安易に批判の対象にされやすい傾向にある｡

　このように､ベトナムの高等教育史研究は時代別､レジーム別に分断されており､近現

代のベトナム高等教育史に一貫する特微や､各時代に導入された外国教育モデルの特質な

ど､総合的分析はほとんど行われてこなかった｡例外的に､アメリカの大学におけるベト

ナム人留学生の博士学位論文は､複数の時代･レジームの高等教育を比較考察しているが､

その内容は事実関係の記述に偏っている｡もちろん､今日の大部分の比較教育学研究がそ

うであるように､研究対象を特定の時代､特定の地域に限定することは比較の実証性を高

める上で有効な方法である｡しかしベトナム高等教育史のように､｢全体像｣がいまだ明ら

かになっていない場合は､その把握なくして｢部分｣(地域研究)の位置づけや相互関係を

把握することは困難であると言わざるをえない｡

63

64

Tr,an　Hong　Quan　(chu　bien),op｡cil｡41.p｡204

djtto,p｡208よ
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第4節　本研究の構成と用語の定義

4-1　本研究の構成

　本論文は序章に加えて5つの章から構成されている｡序章では､第1節において本研究

の主題と問題意識､比較研究の方法論､先行研究の整理とその特微､本研究の構成､用語

の定義などを行う｡

　第1章のテーマは､仏頷インドシナ時代の植民地教育を通じて､フランス高等教育モデ

ルがどのようにベトナムに導入されたかを明らかにすることである｡序節では､植民地化

の前史として､阪朝期における儒教教育および科挙試験のシステムとその特質を考察し､

ベトナム封建王朝が中華教育モデルをどのように摂取したのかを探る｡第1節は仏領イン

ドシナの統治方針と全般的な教育制度､第2節では各高等教育機関および仏領インドシナ

最高学府としての｢インドシナ大学｣(仏領ハノイ大学)の設立過程とこれをめぐる政治情

勢を考察する｡また､仏領インドシナ高等教育の特微を分析し､フランス本国や日本植民

地(台湾､朝鮮)の高等教育システムと比較検討する｡第3節は｢フランス｣教育モデル

の受容と反応について考察する｡フランス教育モデルの受容については､フランス語とク

オック･グーの普及過程に注目し､フランスモデルに対する反応については､20世紀初頭

の日本留学運動である｢東遊｣(ドンズー)運動とベトナム人自身の手による近代教育運動

であった｢東京｣(ドンキン)義塾の活動に注目する｡

　第2章のテーマは､北ベトナム(ペトナム民主共和国)においてソピエト高等教育をモ

デルとした社会主義高等教育システムがどのように形成されたかを考察することである｡

第1節では､民主共和国の独立(1945年)と抗仏戦争の戦火の中で､20世紀前半にわたって

形成された植民地高等教育がどのように解体されていったのかを検討する｡また､独立間

もない民主共和国の教育理念･制度やフランス系教育機関の撤退戦略について考察する｡

第2節では1954年から1975年までの南北分断期の民主共和国における高等教育システム

の形成過程に焦点を当てる｡戦時下の臨時的な教育システムからゾビエト高等教育をモデ

ルとした本格的な社会主義高等教育システムがいかにして形成されたのか､およぴ社会主

義友好国に対する民主共和国の留学生送り出し伏況はどうであったのかを明らかにしたい｡

第3節では旧北ベトナムがなぜソビエトモデルを選択したのか､高等教育の構造面･機能

面においてソビエトモデルが北ベトナムにどのような影饗を及ぽしたか､また北ペトナム

側はソビエトモデルに対してどのような反応を示したのか､などについて考察する｡

　第3章のテーマは､旧甫ペトナム(サイゴン政権)の･高等教育システムに対してアメリ

カの教育援助がどのような影響を与えたのか､そして甫北統一後に南の高等教育システム

がいかにして解体されたのかを明らかにすることである｡第1節ではサイゴン政権の実態

と南ベトナムの教育制度について考察する｡すなわち､サイゴン政権という政治体制が南

ベトナムにどのような社会構造をもたらしたのか､ベトナム戦争が教育現場にどのような
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影饗を与えたのかについて検討する｡第2節ではサイゴン政権下における高等教育の状況

とその問題点､アメリカ教育援助の実態､および南北統一による甫ベトナム地域高等教育

の再編過程について論じる｡第3節ではサイゴン政権時代の庸ベトナムにおいて､既存の

フランス高等教育モデルと､アメリカの援助政策とともに導入されたアメリカ高等教育モ

デルがどのような競合関係にあったのかを検討する｡次に､アメリカ教育援助の実態に関

する南ベトナムと韓国の比較考察を行い､最後に､南北統一後における高等教育の得編過

程の中で､フランス教育モデルやアメリカ教育モデルのどの部分が否定され､どの部分が

継承されたのかを検証する｡

表序-4:本研究の全体構成

時間軸 ベトナムに導入された外国教育モデル

　　　　(本研究で扱う箇所)

封建王朝時代

(~19C後半) 中華モデル

序傘第2節)

仏領インドシナ時代

19C後半~20C前半)

　　　　　幸
　フランスモデル

　　　(夕陽1j収)

　　　-

　南北分裂時代

1950年代半ば~1975年)

　旧北ベトナム　　　　　　1日常ベトナム

ビエトモデル　　アメリカモデル

(第2章)　　　　(第3傘)

統一ベトナム時代

1976年~1986年)

八

ドイモイ時代

1986年~) 　筰r漏賂イヒ

タ再4j麗匯:)

注:矢印は外国教育モデルの転換関係を示す｡
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　第4章では､ドイモイ体制下の高等教育にどのような変化が起きているかに注目する｡

すなわち､1990年代に発生した高等教育就学者の爆発的増加現象の背景に､どのような構

造･機能上の変化がみられるかを検討する(第4章ではそうした新しい方向性を｢市場化｣

と名付けている)｡また､こうした状況変化によって､ソピエト高等教育モデルの影饗力が

どのように変化したかを考察する｡

　終章では､本研究の総括を行う｡序章において設定した共時比較と通時比較の結果を一

覧化し､それらの結果を総合比較したい｡次に､序傘で設定した3つの問題提起に対する

結論をまとめる｡最後に4つの外国教育モデルをその性質(エリート教育か大衆教育か､

強制的導入か自発的導入か､の2軸)に応じてマッピングし､今日の高等教育の｢市場化｣

が､これまでベトナムに導入された中華､フランス､ゾピエト､アメリカの各外国教育モ

デルの延長線上にどのように位置づいているのかを考察する｡

　表序-4は本研究の全体構成を示している｡本研究の内容はほぽ時系列になっており､

各章でそれぞれの時代に導入された外国教育モデルについて取り上げる｡図中の矢印は､

各教育モデルの交替関係を示している｡南北分裂時代における2種類の高等教育システム

の対照性､およぴ20年後にそれらが再び一つに統合される動態に注目したい｡

表序-5:本研究第1章~第3車の構造

第1章:仏領時代の

　　ベトナム

第2章:南北分裂時代の

　　北ベトナム

第3章:南北分裂時代の

　　南ベトナム

対象とする外国

教育モデル

フランス高等教育モデル ソビエト高等教育モデル アメリカ高等教育モデル

　　第1節

漸落擲と羨摩

度

･仏領インドシナの統治方針

･仏領インドシナの教育制度

初中等教育

･民主典和国の教育理念､

育制度､初中等教育

仏領高等教育の解体過程

フランスの撤退戦略

･サイゴン政権の政治体制

･南ベトナムの社会変容

南ベトナムの教育制度と初

等教育

　　第2節

等政穿の劣粛

動態

･仏領インドシナ高等教育機

の実態

インドシナ大学をめぐる政

情勢

インドシナ高等教育の特徴

･民主共和国高等教育シス

ムの形成過程

高等教育拡大の特徴

留学生送り出し戦略

･サイゴン政櫓下の高等教育

特徴と拡大動向

アメリカの教育援助

痢北統一による南ベトナム

等教育の再編

　　第3節

厦羨穿モデル

受容と変容

･フランスモデルの受容

･フランスモデルヘの反応

･ソピエトモデルの受容と

択した理由

ソピエトモデルヘの反応

･フランスモデルとアメリカ

デルの関係

統一後におけるアメリカモ

ルの否定と継承
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　表序-5では､第1章~第3章の構造を回式化した｡いずれも3つの節から構成されて

いる｡第1節では各時代の政洽体制と教育制度､第2節では高等教育の実際と動態､第3

節ではその時代に導入された外国教育モデルの受容過程と､これに対するベトナム社会か

らの反応について考察する｡ベトナムのように政治体制と教育制度が不可分であった国を

観察する場合､高等教育システムの外縁にある政治･社会体制および初中等教育の考察を

することは不可欠である｡これらを第1節として独立させた｡また､事実関係の把握とモ

デル論の混同を遊けるため､高等教育の実態検証と外国教育モデルの考察を2節と3節に

分けた｡このように､各章共通の分析枠組みを設定することにより､3つの外国教育モデ

ルの同時比較を行いたい｡

4-2　用語の定義･備考

　最後に本研究における用語の定義をしておきたい｡

1)現代ベトナムの歴史認識に基づけぱ､｢ペトナム近代高等教育｣とは､西洋近代大学の

一バリエーションとしての｢植民地高等教育システム｣が､仏饌インドシナの成立ととも

にフランスからもたらされたことに由来する｡これによって､科挙試験を中心とした封建

王朝時代の儒教教育は､次第に衰退していったのである｡そして､1945年の民主共和国(旧

北ベトナム)成立とともに､｢植民地高等教育｣は現代の｢社会主義高等教育｣によって取

って代わられたと位置づけられている｡現代のベトナム高等教育とはすなわち社会主義高

等教育システムを指す｡市場経済化が進展する中で､社会主義高等教育はどこに向かおう

としているのか｡

　欧米における近代高等教育とは国民国家による国民国家発展のための大学を意味し､今

日の高等教育はいずれも近代高等教育にルーツをもつ｡日本もまた例外ではない｡ところ

が､ベトナムにとっての近代とは､｢帝国主義=植民地化｣という世界システムに強制的に

組み込まれていくプロセスであった｡このため､ベトナム近代高等教育は櫨民地化の｢負

の遺産｣として認識され､現代の高等教育はこれを否定･克服することによって成立した｡

本研究では､そのプロセスに焦点を当てたい｡

2)いわゆる｢仏領インドシナ｣とは､トンキ,ン(現ベトナム北部)､アンナン(現ベトナ

ム中部)､コーチシナ(現ベトナム南部)､ラオス､カンポジアの5邦からなる｢仏領イン

ドシナ遵邦｣(Union　de　l'　lndochine　franQaise)を指すが､第1章ではこのうち現ベトナ

ムに該当するトンキン､アンナン､コーチシナのみを考察の対象とする｡同じインドシナ

連邦とはいっても､言羅や文化の異なるラオスとカンボジアでは植民地教育の状況が異な

っており､その後もベトナムとは別の国として独立したので､研究対象には含めない｡
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3)ベトナムにおける高等教育の定義は､各時代によって異なるため､それぞれの章にお

いて説明した｡今日では､大学(dai　hoc)､短大(cao　dang)､大学院(sau　dai　hoc)､およ

び特殊高等教育機関(軍関係など)の3機関を指す｡このうち､特殊高等教育機関につい

ては不明な点が多いための､原則として研究対象からは除外する｡

4)大学名､地名､人名などの固有名詞については､原語表記にできるだけ忠実に訳出し､

カッコ書きで原語表記を添えた｡ただし､|日北ベトナム(民主共和国)と現ベトナム社会

主義共和国では､大学の原語表記は｢大学校｣(truong　dai　hoc)であるが､日本と同じ《

　｢大学｣と訳出する｡大学校と直訳するのを避けたのは､日本の｢大学校｣(たとえば防衛

大学校､気象大学校など学校教育法適用外の高等教育機関)との混同を避けるためである｡

また八日南ベトナムにおいてはマルチ･ディシプリン型の総合大学を｢大学院｣(Vien　dai

hoc)､その傘下の単科大学を｢大学校｣(t息ng　dai　hoc)と称したが､これらも日本的意
味での誤解を避けるために､それぞれ｢大学｣｢学部｣と訳出する｡

5)本研究では､各種文献の内容を確認するために､数人のベトナム人研究者や政府職員

に聞き取り確認を行ったが､本人の承諾が得られた場合を除き､原則として実名1は伏せた｡

6)図表は章ごと､注は節ごとに番号をつけ直した｡



第1章　仏領時代の植民地高等教育

　本章では､19世紀末から20世紀前半にわたる仏領植民地時代において､｢フランス高等

教育モデル｣がベトナムにどのように移植されてきたのか､および植民地政府が導入した

教育政策に対してペトナム人がどのように反応してきたのかを明らかにしたい｡また､本

章序節では､植民地化によって近代高等教育がもたらされる前の段階として､封建王朝時

代(玩朝)における儒教教育およぴ試験制度の内容･方法についても取り上げる｡

序節　ベトナム近代教育前史:王朝時代の儒教教育

　本節では､フランスによって近代西洋教育が導入される以前に行われてきた伝統的教育

の実情を､当時のベトナムを取り巻く国際関係の中で明らかにしたい｡

1.中華教育モデルの受容

　王朝期のベトナム教育に関する研究は､ペトナムのみならず世界的にきわめて少なく､

日本においてもわずかに坪井善明の研究|などに散見されるに過ぎない｡その理由としては､

社会主義ベトナムがかつての王朝時代を封建的かつ後進的な暗黒時代として位置付けてき

たために､教育研究の大部分が独立後の国家建設における教育発展の課題に集中している

ことが大きい｡また､幾多の対外戦争によって多くの貴重な文献が損失したことも痛手と

なっている｡しかしながら一方では､欧米諸国とくにアメリカの大学に留学したベトナム

人研究者の手によって､いくつかの研究成果が蓄積されている'｡また､ドイモイ開放路線

による政治情勢の変化に伴い､90年代になってからベトナム本国においても儒教教育につ

いての研究が盛んになってきている3.

I坪井善明(1990)｢ヴェトナムにおける儒教｣『思想JN0.792､岩波書店､163-178頁｡

lたとえば､以下のような学位論文がある｡

･Hoan　Phuong　Tran　(1999),町er17諮ae折加er£面ar/卯aり加/肩ergd/卯∂/刄･e肘力甜がぶ卯凶

7託防朗ces,Ph｡D｡dissertation　at　Slale　Universi{y　of　New　York　Buffal0,　256p,

･Nhu　Duc　Duong　(1978),.甜ぴcar/朗/刄F凶j7紹即,たrみ朗dZ励/討1/朗,1862-1945,Ph｡D｡
dissertaHon　at　Southern　HHnois　university　Carbondale,　271p｡

'Doan　Viel　Hoat　(1971),5dle腎陶珊即|θ/励1?/7ぱ/如eM加ごalja幻/げ/咄7紹jノ1洵c邸卯a//1びra/
a�Socjθ叩o/μjca/　jF∂rceぷ,Ph｡D｡dissertation　at　Florida　State　universily,　323p,

3たとえば､以下のような書籍が出版されている(ベトナム雁),

･Nguyen　Dang　Tien　(chu　bjen)(1996),£反力釦の即加c町el　/val,　7y卯/7gごac力ぬ刀g乃a/7g　S-/封5,

N‘ha　xual　Ban　Giao　Duc｡(『ベトナム教育史:1945年8月革命以前J)

'NguyerQuang　Thang　(1998),尨伺cび9　G/卸加cy畑1瘤玖nha　xual　ban　van　hoa,(rベトナムの
科挙と教育』文化出版社),510p｡

'Nguyen　TieJI　Cuong(】998),洵μj/片丿邸g/卯面r9c加面/力丿即∂y/el治lll加/拗卯g幻朗,

幼a　xuat　ban　giao　duc｡　(『封建時代のベトナムにおける教育発展と試験制度』教育出版社),363p.
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1-1　王朝期の教育制度

　王朝期ベトナムの教育制度は､ベトナム初の長期安定政権であった李朝(1009年-1225

年)時代を嘆矢とし､中国式の儒教教育と科挙制度を中核として､フランスの櫨民地教育

が姑まる20･世紀初頭まで維持された｡1070年に李朝第3代聖宗(Ly　Thanh　Tong)によっ

て孔子を祀る｢文廟｣(van　Mieu)が首都タンロン(現在のハノイ)に設立され､1075年に

は初めての科挙試験が実施された｡続いて､第4代仁宗(Ly　Nhan　Tong)は王族や貴族の子

弟のための教育機関として｢国子監｣(Quoc　Tu　Giam)を文廟の奥に創設した4.伝統的なベ

トナムの教育制度は､最高学府としての国子監､地方(省､県､府)などの官学､各村落

に無数に存在した私塾の三層構造となっていた｡各王朝は科挙制度と官僚制度の精緻化を

図ったが､一方で学校教育の内容にはあまり関心が払われることはなかった6｡

　玩朝の成立に伴い､国子監は1803年にハノイから新首都フエに移転された｡皇族および

四品以上の官人の子弟は無条件で入学できるという特典があったが､奨学金(食糧と月俸)

は入学者全員に支給され､税や兵役･夫役はすべて免除された｡皇族の子弟は｢尊生｣､高

官の子弟は｢蔭生｣､地方の教育当局の推薦を受けて入学した者は｢貢生｣､科挙の地方試

験(郷試)に合格し､中央試験(会試)の受験準備を行う学生は｢監生｣と呼ぱれた｡　1820

年には､在学者は400~500名に達していたという｡授業は月に4回､上級者には2回開講

され､毎回の授業に臨んでは教師陣から宿題が牒された6.試験は年4回実施され､試験の

成績に応じて支給される奨学金(Hoc　Bong)の額が増減された｡中国と同様に学長は｢祭酒｣

　(従四品)と称され､教授団には正六品以上の高官を擁した7.大部分の学生は科挙の受験

予備軍であった｡

　阪朝の教育行政は中央集権的であり､地方の官学を管理するためにフエの朝廷から官吏

が派遺された｡省レベルには｢督学｣(doc　hoc)､県レベルには｢教授｣(giao　thu)､府レ

ベルには｢訓導｣(huan　dao)の各視学官が配置された8｡　1840年代には督学が21人､教授

が63人､訓導が94人存在したという9.いずれの殴階の官学も､科挙試験のための準備機

関としての性格が強かった｡教育内容の中心は､四書五経など儒教の古典の暗唱･解釈で

･Nguyen　The　Long(1995),旭∂加c∂りel旭肌nha　xua{ban　giao　duc｡(『ベトナムにおける儒教丿教
育出版社),231p.

4　Nguyen　Quang　Loc　&Pham　Thuy　Hang　(1998),4j7がjea-　9卯cnl'G/腿,勁邸g£θj7gり7β洵/,Trung　tam

hoat　dong　van　hoa　khoa　hoc　van　mieu　quoc　lu　giam　(『文廟一国子監:昇龍からハノイヘ』文廟･国子

監科学文化活動センター),pp｡56-60.
s　Doan　viet　Hoat,op･,cil.2,pp.16-26.

6　Doan　vie{Hoat,op｡cH.2,pj5.

7　Doan　viel　}{oat,op.cil.2,p｡16.

8　Nhu　Duc　Duong｡　op｡cl{｡2,pp,48-49および､Nguyen　The　Long,　op.cit｡3,pp｡71-113,

9当時の情朝では､これらの教育官吏は3,000人を超えていたという｡官学システムの規模は､脱朝ペト

ナムの方がはるかに小さかった｡A,Woodside(1988),ド泗刀韻,顛が/力eロ1/肘jH�e/,ノぱ喝フagりye

仙巾･∂/y細削1邸e顛がa/肘ぶe必yer即邸o刀勺力07行幻ぬμレ∂り力f肋7油?e刈口泗/訂y,Harvard

univers　Hy　Press,　p.183よ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-29-



あった｡すなわち中華の偉大な古人の知恵を体得･実践することに最上の価値が置かれ､

皇帝､教師､父親は尊敬の対象とされた｡教師は先人の言を生徒に暗唱させた後､その解

釈･注釈を行った｡奇数日は古典の解釈､偶数日は中薙の正史についての授業が行われたlo｡

学生は教育内容に対して無条件の恭順が求められ､教科書や教師の解釈に疑問を抱くこと

は許されなかった目｡一方､女性には官学や科挙試験の機会が与えられず､各家庭で儒教

道徳に基づいた躾教育が行われた｡未婚の女子は､『洗練された作法と高貴な態度､細身の

体型｣12をした知識人男性との結婚が嘱望された｡

　私塾は農村における知識人階級である文紳階層の手によって行われた｡たいていは､教

師の自宅に農民の子女を集めて行われた｡授業料は一般に無料で､教師は保護者から寄付

によって生計を立てた13.生徒の中の優秀な者は塾頭となり教師を助け､特に優秀な生徒

には科挙試験を受けるための支援が行われた｡教科書には中国の伝統的な識宇教材である

　｢千宇文｣などが一般に用いられた14｡ベトナムでは､漢宇の他､｢チュノム｣(ChU'　nOm)

と呼ばれる独特の擬似漢宇を用いた書法が存在していたが､漢字の基礎知識が前提となっ

ているために､なかなか農村には普及しなかった｡さらに阻朝はチュノムを重視した前政

権に対する反動として徹底した漢宇重視政策をとったので､のちに植民地政権がローマ宇

書法である｢クオック･グー｣(quoc　ngu)を奨励するまで､外来陪である漢宇のみが正書

法として認められてきたのである15.それにもかかわらず､農民の学習意欲は高《､文紳

は中国の古典教養を咀哨してベトナム民衆に浸透させる役割を担った｡当時の民衆の識宇

状況について､1920年代のインドシナ総督ピエール･パスキエ(Pierre　Pasquier)は｢最

も貧しい小作農の中にさえ､数百の漢字を知っている者が必ず存在する｣16と記し､

Marr(1981)は1930年代のベトナムで学齢人口の10%程度の識字が達成されていたと指摘

している17.

　睨朝期における伝統的儒教教育の特微については､次のように指摘されている18.

･教育段階が未分化

　近代公教育で定義されるところの教育段階が未分化であった｡実質的には農村の私塾で

行われた教育内容は基本的な読み書きを目的とするもので､基礎教育に相当すると考えら

lo　Woodside,　op,　cil｡　9,p｡184.

11　Hoa　Phuong　Tran,　op｡cit.2,pp,35-38.

12　vu　Tam　lch　(1959),“A　historical　survey　ol　educatioul　deve4opmenls　in　Vietnam",　釦月el/刀が

1力e励re肪吋Sc力卯/ぶeryjce,No｡2,p.31.

ほNhu　Duc　Duong,　op｡cit.2,pp｡47-48.

14　Nhu　Duc　Duong,　op｡ci!｡2,pp｡52-55および､Nguyen　The　Long,　op｡cit｡3,pp｡45-70.この他､｢三千

宇』｢五千宇｣などベトナム固有の教材も制作された｡
15　Hoa　Phuong　Tran,　op,　c比2,p,　32,

'6　Vu　Tam　lch,　op4　ci　t｡　12,p｡31.

17　David　G｡　M訂r(1981),胃e随絹肘eひaがμj卯卯7rja/　jタ即-jタ抒,Univ｡of　CaHfornja　Press,　p｡34.

18　Nhu　Duc　Duong,　op,　ci　l,　2,　pp,　42-47,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬
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れる｡これに対し､国子監および地方官学の教育内容は四書五経の暗唱と解釈および詩作

など､哲学･文学･史学･倫理的素養に重きを置《もので､教養教育としての性格が強い｡

しかしながら､官学間すなわち国子監と地方官学の教育内容がどの程度､水準･内容にお

いて異なっていたかについては､不明な点が多い｡

･教育内容が一元的､人文教育の偏重

　私塾では千宇文などを用いて基本漢宇の習得を行ったが､算術の基礎および科学的知識

は一切教えられることはなかった｡官学においても､哲学･文学･史学･倫理などに関す

る素養が重視される一方で､自然科学およびベトナムの実情に即した実学はほとんど無視

された｡これはすべての教育機関に共通する特微であり､睨朝の伝統教育では儒教以外の

内容はほとんど教えられなかった｡

･正書法としての漢宇

　14世紀以降､漢宇の意とベトナムの音を組み合わせたチュノムが文学･芸術分野におい

てさかんに用いられてきたが､チュノム自体も漢宇の知識がなけれぱ運用できない構造と

なっていた｡また､王朝の公文書および科挙試験にはすべて漢宇が用いられており､漢宇

が唯一正統な正書法の手段として認められてきた｡

･世俗主義

　儒教はほんらい日常生活における道徳規範であり､経世済民のための政治実践の学であ

るという点で世俗的な性格を持ち､宗教とは異なる｡このため､僑教を基本としたベトナ

ムの伝統教育は世俗的体質をもっていた｡

･非義務制

　官学と私塾のいずれも義務化されることはなかった｡このことは､科挙が完全な志願制

であったことにも関係する｡私塾にいたっては､王朝はその教育内容にはまった《関知し

なかった｡

･国家による科挙の独占管理

　学校教育制度について管理が緩･やかであった一方で､科挙制度は精密に階層化され､王

朝政府の独占的な管理下に置かれた｡問題作成､実施､合否判定､合格者の官職配属など

の業務はすべて国家事業として行われた｡

'教師に対する高い社会的尊敬

　ベドナムにおいては伝統的に教師の社会的地位が高《､生徒にとって絶対的な権威であ

豺-



った｡教え子は｢同門会｣(Hoi　Dong　Mon戸をつくり､教師の死に際しては3年の喪に服

する伝統があった｡

　･教師養成のシステムがなく､教育方法は暗記中心

　　私塾の教師は､､大部分が科挙試験の受験予定者あるいは不合格者､あるいは引退した官

　吏であり､教師としての専門的な訓練は存在しなかった｡教師は｢自分たちが受けた教育

<方法と同じ方法を用いる傾向｣9があった｡一般的な方法としては､教師が教科書の一節

　を朗読レ同じ内容を繰り返し生徒に朗読させ､次に本を閉じさせて生徒に暗唱させ､最

　後に先人の教えを引用しながら解釈や注釈を行うという方式が一般的であった｡

･身体鍛錬が教育内容に含まれない

　官学･私塾ともに､教育はすべて机上の学問であり､身体の鍛錬は行われなかった｡ま

た僑教の影響によって､肉体労働を卑しむ社会的風潮が形成された｡

･在学年齢に上限がない

　科挙の受験には年齢上の制限がなかったために､宮学･私塾にも多様な年齢層の生徒･

学生が集まった｡

1-2　玩朝時代の科挙制度

　ベトナム王朝における科挙の制度はどうなっていたのであろうか｡結諭を先に言えぱ､

ベトナムの科挙試験は中華王朝と同様､全国規模で行われる王朝官吏の登用試験であった｡

それは､学校教育の集大成として行われる学力認定試験ではなく､王朝の支持基盤を強化

するための政洽的道具であった｡誤解を恐れずに言えぱ､王朝時代の学校教育は､政洽的

存在である科挙試験に従属する存在だったのである｡

　阪朝期における実施方法を観察してみよう｡まず儒教社会の常として､女性およぴ罪人､

芸人､皮革業者などには受験資格は与えられなかった21.芸人や皮革業者に資格がないの

は､僑教社会においてこれらが賎業とみなされていたためである｡また､罪人は言うまで

もな《､三代前まで一族に罪人がいた場合も受験を禁じられた2'｡

　院朝の科挙は､予備試験と3種類の本試験から構成されていた｡

“Doan　vjet　Hoal,　op｡ci{｡2,p｡14.

2“　vu　Tam　lch,　op,cil.12,p.,29.

21ベトナムには男性に変装して果敢に受験を試みる女性の逸話が数多く残されている｡H,a　Phuong　Tr　an,
op｡c11,2,p,38.

2'　Nhu　Duc　Duong,　op｡cit｡2,p｡57,および坪井善明(1991)『近代ヴェトナム致治社会史　阪朝嗣徳帝統

治下のヴェトナム1847,1883j東京大学出版会､165頁｡
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　最初の試験は､予備試験としての｢科試｣(thi　khoa)である馬この試験は年2回行わ

れ､合格者には半年または1年間の税･夫役･微兵を免除される｡本来の目的は科挙受験

の奨励であると同時に､学力の低い者を事前に足切りするという意味も込められていた｡

科試は3つの段階に分かれていた｡第一試験は『初考｣と呼ぱれ､県および府における池

方教育行政官である教授あるいは訓導が実施する｡第二試験は｢復考｣と呼ぱれ､省の教

育行政官である督学が実施する｡第三試験は｢考核試｣と呼ぱれ､科挙本試の第一次関門

である｢郷試｣の直前に各地方で実施される｡考核試では受験生の素行や家系に関する調

査も行われる｡これら3つの予備試験に合格すると｢試生｣(thi　sinh)という称号を与え

られ､ようや《本試験の受験資格が与えられる｡

　本試験の第一次試験は｢郷試｣(thi　huong)と呼ばれる地方試験である“｡十二支のうち､

子(ネズミ)､午(ウマ)､卯(ネコ)､酉(ニワトリ)“の年に3年ごとに実施される16.

坪井善明(1991)によれぱ､1876年の郷試では全国6ケ所(フエ､ビンディン､ゲアン､

タインホア､ナムディン､ハノイ)の会場で実施され､それぞれ三次にわけて行われたと

いう｡試験内容としては､四書五経の解釈である｢経義｣､詩文の作成である『詩賦｣､時

事問題についての論文作成｢策問｣などが牒せられた｡この年のハノイ会場では4,500人

の受験考のうち､合格者は25人､次点(『秀才｣)は50人であり､合格率は180倍という

難関であった'7.また､1　9　1　5　年の郷試ではフエ会場で3,254人の受験があり､うち32人が

合格､96人が次点となった(合格率は約102倍)18.

　郷試の合格者は｢挙人｣(cu'　nhan)と称され､生涯の資格となる｡挙人は翌年に行われ

る第二次試験の受験資格を得る｡もしくは､知県(県知事)､教授､訓導の職に就くことが

できた｡挙人の合格点にわずかに届かなかった者は､｢秀才｣(tu　tai)という称号を与えら

れ､いくつかの特権を与えられる｡すなわち､予備試験である科試を受けずに次回の郷試

を受験できる権利(1回のみ)､および生涯にわたり税､夫役､軍役を免じられ､私塾を開

く権利が認められる｡次回も落第した秀才は､農村に戻り私塾の教師になる場合が多かっ

た｡

　本試験の第二次試験は｢会試』(lhi　hoi)と呼ぱれる中央試験であり､郷試が実施された

翌年､すなわち丑(ウシ)､辰(タツ)､未(ヤギ)､戌(イヌ)の各年に､首都フエで一斉

に行われた'9.試験内容は郷試とほぽ同様で､3回行われる試験のいずれもが4割以上の

23　Nhu　Duc　Duong,　op｡cil｡2,pp.　55-57,

'‘郷試の実施方法は､Nguyen　Ti　en　Cuong,　op｡cil,3,pp.15ト258に詳しい｡

'sベトナムの十二支では､｢卯｣は猫レ｢丑｣は水牛､『未｣は山羊､｢亥｣は豚を指す,その他は日本と同
じ｡

'6　Nhu　Duc　Duong,　op｡cit｡2,p｡57.実際には必ずしも3年ごとに実施されていない｡
27坪井善明､前掲書22､166-167頁
28　HO　Dac　Khi　(19!6),“Les　Concours　LHteJraires　de　Hue"　(｢フエにおける科挙試験｣),釦/凶/Meぶ尨八

面りeびxが罪3,p｡334.

z9　Nhu　Duc　Duong,　op,　c　μ√2,pp,　58-59,
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得点を収めた者だけが合格者である｢正傍｣(chinh　bang)と呼ばれ､最終試験のみの得点

が足りなかった者は『副傍｣(pho　bang)という称号を授けられる｡たとえば1844年の会試

では､受験者281人中10人､の正傍と15人の副傍が誕生した｡いずれかに合格した者の倍

率は目｡2倍となる3o｡こうして正傍と上位の副傍が最終試験である｢殿試｣に進む｡

　本試験の第三次試験である｢殿試｣(thi　dinh)は､文宇通りフエの宮廷において行われ

る最終試験である31｡この試験は受験者の最終順位づけを目的としたものであり､通常､

落第者はいなかった｡試験問題は皇帝が選んだ｢策問｣一題(時事問題に関する論文作成)

である｡10点満点のうち､満点は｢状元｣､9点は｢榜眼｣､8点は｢探花｣という称号が

与えられ､最高の栄誉とされる馬これら8点以上を収めた者は｢第一甲進士及第｣､6~

7点が｢第二甲進士出身｣､5点以下は｢第三甲同進士出身｣とグループ別に呼ぱれるが33､

総称は最高位を表す｢進士｣(tien　si)である3‘｡

　記録によれぱ､1822年から1919年までの間に会試は39回実施され､進士291人と副榜

266人が選出された馬これによると科挙1回あたり進士7.5人､副榜6.8人であり､非常

に狭き門であったことがわかる｡最優秀の｢第一甲進士及第｣者は､宮中アカデミーであ

る｢翰林院｣に配属され､国史および皇帝の著作物などの編纂にあたった｡他の進士は中

央省庁である六部や地方各省長官である総督･巡撫､および督学などに任命された'6.ま

た､これまで述べてきたのは文官選抜用の科挙(文科挙)であるが､武官にも軍事知識･

能力に基づいた選抜試験(武科挙)が実施された｡ただし､国防大臣である兵部尚書のポ

ストが常に文官に与えられるなど文官優位のシステムが維持されたので､ペトナムで科挙

といえぱ一般に文科挙のみを指すのが一般的である｡

　科挙の実施に当たっては､勅命によって問題作成･採点のための内部委員会と実施･監

督のための外部委員会が編成され､それぞれに｢御史｣(ngu　su)と呼ぱれる査察官が割り

当てられ､両委員会は相互の遵絡を禁じられる｡試験会場は｢試場｣(truong　thi)と呼ぱ

れ､受験者は墨と筆､ござ､小机､風雨を防ぐための天幕(テント)を持参し､設営のた

めの従者1人を同行することを認められた｡試場において受験生は4つの敷地に分けられ､

それぞれ指定された場所に天幕を設営し､その中で試験に臨んだのである37.

3o　Woodsjde,　op,　c1　1.　9,　p,　1　73,

3t殿試には『廷試｣の漢宇が充てられることもある｡
32坪井善明､前掲書22､168頁
33　Nhu　Duc　Duong,　0p,　c　に2,p.　60.

'4｢進士｣(tien　si)という単語は､現在の教育制度では｢博士｣(Ph,D)の意味で用いられている｡
'5　Nguyen　Q.　Thlng,　op,　d　t.　3,　p,462,

'6坪非善明､前掲書22､168頁

'7　Nhu　Duc　Duong,　opj　ei　t,　2,pp｡6り-64,
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図1-1　:玩朝期の科挙制度

　　　　よ殺窪酸･席肺ヘ

六部､地方総督･巡撫､督学など

ヱ殺窪前･屡肺ヘ

　　翰林院など　　　　j:殺官酸･屡酸ヘ

　　　　↑　　　六部､地方総督･巡撫､督学など
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　各絶方の俊秀が集まる郷試､および全国の挙人が集う会試では､受験者の間でさまざま

情報交換がなされ､政府に対する抗議運動が巻き起こることもあった｡受験者は､その皆

報を郷里に持ち帰り､民衆の啓蒙･煽動を行った38.その意味で､科挙は単なる官吏登用

試験というだけでなく､ペトナム知識人の大規模な情報交換の場という側面があったこと

は興味深い｡

2.儒教教育の中越比較

2-1　科挙制度の中越比較

　阪朝の科挙制度を同時代の中華王朝である清朝の科挙制度と比較してみると､次のよう

な共通点が指摘できる｡

　･　王朝官吏の登用を目的とし､受験者にとっては立身出世の手段であったこと

　･　王朝の中心事業として全国規模で実施され､競争率がきわめて高かったこと

　･　女性や賎業者には受験資格がなかったが､それ以外の男子には庶民にいたるまで門

　　　戸が開かれており､受験料も無料であったこと

　･　中心的な試験･資格･役所の名称の多《が同一であること(科試､郷試､会試､殿

　　　試､挙人､進士､伏元､翰林院など)

　･　試験の題材が､四書五経や詩作など中国の古典教養に限定されたこと

　･　試験制度が国家によって厳格に管理されるー方で､学校教育制度との有機的な連携

　　　がほとんどみられなかったこと｡睨朝と清朝ともに地方官学は実質的には有名無実

　　　の存在であったという評価が一般的である3'｡

　･　両王朝の衰退期に科挙及第者による救国運動が起きたこと｡清末の戊戌変法の中心

　　　人物である康有為､梁啓超らは挙人であった｡ベトナムにおいても､19世紀末から

　　　20世紀初頭にかけて沸き起こった｢動王運動｣のファン･ディン･フン､｢東遊運動｣

　　　のファン･ポイ･チャウ､東京義塾を創設し｢維新運動｣を展開したファン･チュ

　　　ウ･チンらは､いずれも科挙に及第した知識人階級であった｡ファン･ポイ･チャ

　　　ウは『獄中書』4oの中で､ペトナム科挙について次のように回顧している｡

　　(前略)当時清朝にあっては､科挙の学問が最も盛んで､わが国人は､事ごとにこれに傲っていやしく

も似ないことを恐れるという有様でしたから､私達の出世の途はどうしてもこれによらねぱならず､また

この時勢に従うまいとしても外に学問の途はなかったのです｡ああ､このような時勢にとらわれた私が､

31坪井善明､前掲書22､177-181頁

39院朝については､Hoa　Phuong　Tran,　op｡cil｡2,p｡41.など｡清朝については､宮崎市定(1984)『科挙-
　中国の試験地獄丿申公新書､210-211頁(初版は1963年)など｡

4°『獄中記Jの名称で､1929年に雑鉢『日本及日本人J　179号に掲載された｡
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ただ科挙の文詞に空しくほとんど半生涯の歳月をついやしたことは､実に私一生の損失であり､経歴中の

最も大きな遺憾であります4j｡

　このように､目的､実施方法､社会的影響などにおいて院朝と清朝の科挙制度はきわめ

て類似しているといえる｡ただし､細部においてはベトナム独自の特微もみられる｡

　第1に､ベトナム科挙の予備試験制度は中国ほど極度に複雑でなかった｡中国では､ま

ず学校試としての県試､府試､院試などがあり､これにすべて合格した後に地方官学の生

徒である『生員｣になることが科挙本試験の前提条件であった｡｢生員｣にはすでに官吏に

準じる待遇が与えられ､これに加えて､各省レベルの科試が予備試験の最後に行われる方

式であった｡ベトナムでは科試自体が三段階に分かれており､受験者および合格者のいず

れも地方官学の生徒である義務はなかった馬その他､中国で行われた様々の中間的な試

験は､ベトナムには存在しなかった｡

　第2に､挙人の次点としての｢禿才｣の称号はベトナム固有の特微であったこと､およ

び｢秀才｣がベトナム社会に重要な役割を果たしたことである｡秀才には次回の郷試を予

備試験なしで受験できる特典が与えられたほか､多くは農村私塾の教師として､中央から

派遺される為政者階級と農民をつなぐ文紳層の中核を担うことになった｡中国では｢生員｣

が秀才と俗称されることはあったが､ベトナムの秀才とは全く意味が異なる｡加えて､会

試一殿試段階では進士の次席として｢副榜｣の称号が制度化されるなど､ベトナムでは各

レベルにいわゆる次点ポストが設けられていたことが注目される｡

　第3に､ペトナムでは最終合格者である進士の数が､中国よりもはるかに少なかったこ

とである｡中国では毎回300人程度の進士が誕生したのに対し43､ベトナムの脱朝では最

大で13人(1842年)､最も少ない年は3人(1865年､1871年､1884年)であった仇国の

規模からいって､ベトナムでは中国のように巨大な官僚システムは必要ではなかった｡進

士合格者の数が少なかったので､中国と比べ非進士である｢副榜｣や｢挙人｣にも多くの

昇進機会が与えられた｡挙人の中には地方総督に出世した者もいたという45.

　第4に､施設面ではベトナム科挙の方が貧弱であった｡中国の科挙は各省都と首都北京

において｢貢院｣と呼ばれる巨大な試験会場で行われた｡貢院では何百棟もの建物を独房

のような小室に細かく区切って､その中に受験生を一人一人収容した46.ペトナムでは試

験官や採点官のための建物は整備されていたが､受験生用の建物は存在しなかった｡受験

37　-

4t瀋佩珠著､長岡新次郎･川本邦衛編(1966)『ヴェトナム亡国史他』平凡社東洋文庫73に所収された｢獄

中記｣より引用､】01頁｡

42石井米雄監修､桜井由躬雄･桃木至朗編集(1999)『ベトナムの事典j【東南アジアを知るシリーズ】同
朋社における｢科挙｣の項目(和田正彦)､96-97頁｡

44

4

日立デジタル平凡社(1998)『世界大百科事典ver.2,01.0』'における｢科挙｣く宮崎市定が担当)｡
Nguyen　Q｡　Thang,op.cjt.3,p｡462,

『坪非善明､前掲書22､168-169頁｡

46宮崎市定､前揚書39､78頁｡



生は限られた敷地内にそれぞれ持参した天幕(テント)で密集野営させられた｡また､当

時のペトナムでは印刷技術･流通システムが発達しておらず､さらに高温多湿な風土のた

めに､科挙試験の準備に必要な書籍は傷みやすく貴重品であり､農村部には十分に普反し

なかった47.

　このように､ベトナムの科挙は中国よりもはるかに規模が小さかったので､中国科挙の

ように極端に精密化するということはなかった｡

2-2　中華教育モデルの取捨選択

　これまでの考察によると､ベトナムが中国から移植した教育･文化的伝統がベトナムで

どのように作用したかについては､次の4点に集約できるだろう｡

･科挙を国家教育システムの中心に置《ことによって､学校教育が科挙試験に組み込まれ､

形骸化してしまったこと｡実質的には､官学は科挙受験のための予備校と化し､制度･内

容面での進歩がみられなかった｡

･科挙の試験内容が古典政洽教養に偏っていたために､学校教育も四書五経を中心とする

古典の暗記に終始することになった｡このことが知識人の思想を回顧的･保守的にし､科

学的知識の欠落を招いた｡

･睨朝･清朝ともに近代的意味での｢国民国家｣(ネーション･スデイツ)ではなかったの

で､両王朝とも民衆の啓蒙教育については責任を負わず､民衆教育は完全に在野の有志の

手に委ねられた｡このため国民教育としての制度的発展がみられなかった｡

･教育文化の大部分を中華文明(漢宇､儒教､科挙など)に依存したために､ベトナムの

実情に即した教育を行うことができなかった｡ペトナム漢宇であるチュノムは民衆文学に

おいて隆盛をみたが､王朝の公文書や科挙の言譜として採用されることはなかった｡

　このように､王朝期ベトナムの教育制度は､､その骨格の大部分が中国からほぽそのまま

移植されたものである｡漢宇､儒教､科挙制度､学校制度の導入など､教育･文化面の圧

倒的な中国化は､国家体制の根幹に関わる重大事であった｡そして現代の社会主纏ベトナ

ムにおいては､これらは負の遺産としで否定的に評価されてきたことは周知の事実である｡

　しかしながら､こうした｢中華教育モデル｣を積極的に評価できる面がないわけではな

い｡農村の自律性が大きかったペトナムにおいて､科挙は国家･王朝が庶民に開いた唯一

38

47　Woodi　j　de,　opi　cH｡　9,pp｡186-187



の希望の窓であり､立身出世の手段であった｡その理念上の機会均等と公正さにおいて､

科挙は王朝期ベトナムにおいて一種の国民統合装置としての社会的役割を果たしたという

功績は認められるだろう｡人材を広《全国に求めるというメッセージを発信でき､王朝の

正統性を文化面から高める手段として､科挙は有効であった｡特に玩朝のように､辺境地

区である中部から勃興した政権の場合､人口調密な南北地方の民衆に対して､その正統性

を認めさせることは死活諜題であった｡さらには､中国における科挙の起源がそうであっ

たように､創業の功匝の子孫である世襲貴族階級から政治を取り上げ､官僚･学者集団を

用いて皇帝独裁体制を確立する上でも､ベトナム科挙は一定の政治的機能を果たしたとい

える48.

　また､社会主義の存在意義が全世界的に問われるようになった1990年代になって､社会

主義ベトナムでは長年にわたり反動思想として否定されてきた儒教を再評価し､ベトナム

独自の社会主義を模索しようとする動きが活発になってきている49.91年の第7回典産党

大会で党規約に明記された｢ホーチミン思想｣には､ペトナムの文化的伝統を見直す意味

が込められており､その中にはペトナムの民俗文化と並んで､土着化して久しい儒教文化

も含まれていると考えられている5o｡1990年3月に開催された｢ホーチミン主席生誕百年

記念国際シンポジウム｣では､次のような発表があったことは注目に値する｡

　｢儒教はベトナム封建制の正統イデオロギーであったが､のちにホーチミン主席によって､革命運動に

よりよく奉仕するために新しい精神と意味を与えられた｡｢皇帝に対する忠誠｣や｢親に対する孝｣とい

う古い儒教倫理は､今では｢祖国に対する忠誠｣､｢人民に対する孝｣という愈味に変わったのである｡｣61

　この主張は､王朝維持の装置であった僑教が長い時間を経てベトナム人の生活規範とし

て定着し､ベトナム人のナショナリズムを涵養する上で重要な役割を果たしたことを評価

するものである｡中国から移植した教育･文化モデルのうち､フランスの植民地によって､

科挙や伝統的な学校制度は廃止され､漢宇はローマ宇書法の｢クオック･グー｣に取って

代わられる中で､生活規範としての儒教は民衆レベルにおいて廃れることはなかった｡そ

して逆説的になるが､やがて儒教は社会主義ベトナムにおけるナショナリズムの基層を形

成していったと考えられる｡

“脱朝創業の功臣の子弟に対する特権として､居住地以外の地区でも郷試を受けられる権利が与えられた｡

彼らの多《はフエ地区で受験することを希望したので､フエ地区の受験者数は人口に比較して非常に多か

ったという｡一般の受験者は､居佳している地区の郷試を受けなけれぱならなかった｡Woodside,op.
cit,9,p｡223.

49坪非善明､前掲諭文1､163-165頁｡

5o古田元夫(1996)『ベトナムの現在丿講談社現代新書､}23-126頁｡
sl　Dinh　xuan　Lam(1990)/lo　Chi　Minh　and　the　Association　of　CuHure　and　Revolulion",　in　C邸印7好y

GO加丿加力θjリr6治刀|加Qノガ泗｡扮fい/≒副/m□洽r沁朗,び坤ar鍔四りJI/叫eくホー

チミン主席生誕吉周年紀念国際シンポジウム報告集)同シンポジウムの内容は､坪井善明､前掲諭文1､
16F165頁に紹介されている｡
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第1節　イム領インドシナの成立と教育

1.仏領インドシナの成立と統治方針

1-1　仏領インドシナの成立過程

　いわゆる｢仏領インドシナ遵邦レ(Union　de　Plndochine　fran9aise)の成立時期については諸

説があるが､1887年フランス大統領令によってサイゴン(現ホーチミン市)にインドシナ

総督府が設置された時点とするのが通例である｡これを遡る19世紀半ば､第二帝政期のフ

ランスは､ナポレオン3世の対外積極路線のもとに､インドシナ半島の植民地化に着手し

た｡まず1860年代にはフランス人宜教師に対する迫害を口実に軍隊を送り､玩朝にベトナ

ム南部のコーチシナを割譲させ直轄植民地とし､ほぽ同時期にカンボジアを保護国化した｡

1884年には､玩朝に対して朝貢関係にあった清国が宗主権をめぐってフランスと衡突し

　(清仏戦争)､これに勝利したフランスは､翌年の天津条約でペトナム北部(トンキン)､

ならびに阪朝の本拠地であるベトナム中部(アンナン)を保護国化した1.こうして成立

した仏頗インドシナ連邦は､まもなくラオスの編入と広州湾(清国)の租借にも成功し､

本国植民地省の管轄下で本格的な植民地経営に乗り出した｡太平洋戦争末期の1945年3月､

日本軍のクーデターによって解体されるまで､仏領インドシナ連邦は約60年間にわたり世

界史上に存在した｡

　植民地としてのインドシナ遵邦の特微は､第一に5つの邦によって分割統洽された点で

ある｡すなわち､麿轄領であるコーチシナはフランス人知事が管轄し､トンキン､アンナ

ン､カンボジア､ラオスの各保護国には理事長官が派遺された｡特に人口欄密で､長年に

わたる中華王朝への抵抗運動を通じて全土的ナショナリズムが形成されつつあったペトナ

ムを南北3つの地域に分断統治することは､植民地政府にとって有効な統治戦略であった

2.第二は､英領植民地などと同様､植民地政府は従来から現地に存在した各伝統王朝を

温存し､これを傀儡化する方針をとったことである｡したがって形式上は､ペトナム玩朝

はアンナンとトンキンに対する統治権を保持し続け､カンボジア王室やラオスのルアンプ

ラバン王国も微弱ながら命脈を保つことになった｡

　総督府が設置されると､遵邦全体の利益を代表する唯一の存在としてインドシナ総督

(Gouvemeur　General　de　Plndochine)が本国から派遺された.総督は立法ヽ行政ヽ司法ヽ外交ヽ

軍事､財政など連邦の全権を掌握し､総督府内の実務全般を総務長官が補佐するという体

|この条約によって清朝は阻朝の宗主権をフランスに譲り該し､ベトナムは束アジア的華夷秩序の世界か

ら切り離されて√｢インドシナ｣という新しい敵槍システムに組み込まれることになった｡古田元夫(1991)

fベトナム人共産主義者の民族政策史一革命の中のエスニシティ』大月書店､69-70頁｡

2片倉穣･吉沢甫(1977)｢ベトナム概史｣アジア･アフリカ研究所編『ベトナム:上　自然･歴史･文化』

水曜社､106-107頁
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制が確立された3.連邦成立当初は各邦の自治権が大きく､総督の権�は直轄領コーチシ

ナにしか及ばなかったが､ポール･ドゥメール(Paul　D､oumer　:　在任期間1897年~1902年)

が着任するに及んで､遵邦行政の総督府への中央集権化と連邦予算の確立が急速に進めら

れた｡

　連邦政府の予算は｢一般予算｣と称され､その主たる歳入には関税およびアヘン､塩､

酒の専売による間接税が充てられた｡これに対して､各邦の｢地方予算｣は地税､人頭税､

営業税などの直接税から構成された4.これらの微税権の多くは睨朝から強制的に剥奪し

たものであった｡彼はさらに慣習的に皇帝に属していた無主地の権利を奪い､これをフラ

ンス人入植者に払い下げ､結果的にベトナム南部での大土地所有化を促進することになっ

た｡また､これまで阪朝が間接的に行政権を行使していたトンキンを､植民地政府の実質

的な直接統治に移行させた｡こうした一遵の強圧的政策によって､総督府はようやく植民

地中央政府として本国からの財政的自立が可能となり､独自の官僚制度が整備されること

となった｡　1902年､ドゥメールは総督府をサイゴンからベトナム民族の故地である紅河デ

ルタのハノイに移転した｡インドシナの南北二大都市を掌握することによって､度重なる

抗仏勢力とこれを扇動するフエ(アンナン)の玩朝に対してくさびを打ち込んだのである｡

1-2　仏領インドシナの統治方針:同化主義から協同主義ヘ

　このように20世紀初頭までの仏領インドシナの統治方針は､他の仏領植民地と同様､い

わゆる｢同化主義｣(アシミラシオン:assimilation)に基づくものであった｡同化主義の意

図は､植民地を本国の延長とみなし､植民地に本国の文化･生活様式･言語などを強制し､

最終的には植民地現地民をして政治的に本国民に同化せしめることである｡つまり､｢植民

地人民からフランス語を語り､フランス語で思考し､フランス文化に同化する人間を創り

出すことである｣5とする方針である｡この方針はフランス櫨民地戦略のいわぱ伝統理念

ともいうべきものであり､植民地研究の第一人者グザヴィエ･ヤコノの言葉を借りれぱ､

　｢第三共和政(1870年~1940年)の公式の教義としてとらえられることが多かった､とい

ってよい｣6(カッコ内は筆者)ほど人ロに謄灸されている｡

　仏領インドシナが存在した時代の大部分は､フランス本国では第三共和政期にあたり､

近代国民国家としての議会政治や義務教育制度が整備された時期に当たる｡しかし同時期

における仏領植民地の民政は､当時の日本の情報機関からも､｢英国の印度､和蘭の東印度

のそれに比すれぱ､尚ほ､多分に干渉的且つ厭制的にして､(中略)現住種族の政治的自由

3太平洋協會編(1940)『彿領印度支那　政治･経済丿河出書房､32-35頁｡

4　ドゥメールの財政政策は､真保潤一郎『ペトナム現代史　帝国主義下のインドシナ研究序脱』春秋社､

5ト54頁を参照｡
5同上､5ト51頁

6グザヴィエ･ヤコノ(平野千果子訳)『フランス植民地帝国の歴史』文庫クセジュ､白水社､79頁｡
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は著しく制服され､その取締は苛酷である』7と評されており､国民国家として整備され

つつあった本国とは別の政治システムが存在していたのである｡

　この同化主義を人材育成の面から説明すれば､｢フランス語を話し書くインドシナ人を､

注意深《計測して必要十分な量だけ生産し､これら政治的に信頼でき､感謝の念に満ちた､

フランス化した原住民のエリートを､植民地の官僚機構､大商事会社の下僚として使う｣8

ということになろう｡事実､20世紀初頭まで仏頗インドシナには明確な公教育政策は存在

せず､わずかな通訳学校とガトリックの教義を教える学校があったのみであり､十分な現

地エリートが養成できたかどうかはさておいて､現地人社会の発展のための人材養成とい

う視点は存在しなかった9｡

　ところが､さまざまな理由により､今世紀に入ると次第に､植民地政府と現地民を保護

者と披保護者の関係と見なし､植民地政府の利益と現地民の民力向上の両方を追求するベ

きであるとする発想が生まれた｡いわゆる｢協同主義｣(アソシアシオン:association)と呼

ばれる路線である｡インドシナでは､ドゥメールの後任総督としてポール･ポー(Paul

Beau　:　在任期間:1902年~1908年)が着任し､植民地の実情と伝統に根ざした､現地住

民のための公教育の普及をめざす審議会(Conseil　de　perfectionnement　de　l'enseignement

indigene)を設厦しヽ長期にわたって検討を重ねた結果ヽ｢フランスー現地人学校｣(les　6coles

franco-i�辱9sヽ以下｢仏越学校｣と略す)という体系を作りだしたlo.これが仏領期のベ

トナム教育の原型となったのである｡当初の仏越学校は､伝統的な儒教教育との接合を図

っており､ベトナム語ローマ宇書法のクオック･グーをもって実学系の科目を､漢宇で儒

教道徳を教える方式をとり､初等教育から中等教育までを視野に入れていた｡また､ボー

の在任中に植民地の教育行政制度も整備され､1902年にはインドシナ最初の高等教育機関

として医薬学校が設立され､1907年にはこれを中核として､いわゆる｢インドシナ大学｣

(Universit6　de　Plndochine)が設立されている｡

　さらに､1909年にパリの下院はインドシナの統治方針を協同政策に切り替えることを正

式に決議し､1911年にアルベール･サロー(Albert　Sarraut　:　在任期間19n年~14年､1917

年~1　919　年)を新総督として送り込んだ｡仏領インドシナにおいてサローは協同主義の象

微的存在であり､その民政はベトナム人研究者にも一定の評価を受けている人物であるll｡

7太平洋協會編､前掲書3､11頁｡

8ベネディクト･アンダーソン(1987)(白石隆･白石さや訳)『想像の共同体-ナショナリズムの起源と

槐行』リブロポート､210頁(票著の初版は1983年)｡

9　GaH　P,　KeHy(1975),杓･a刀卯-yねりjlaeseぶc力卯/s｡j釘jlひjタ凧Ph｡D｡lhesis　of　lhe　universHy

of　Wisconsjn-Madjson,､ppj-12.

1　o　Nhu　Duc　Duong　'(1978),釦卯a//卯功町咄7諮伺面り加Fr邸r力加l加心朗,/涯2-jμ5,Ph,　D｡　lhesis

ol　Soulhern　H　Hnois　universj　ty　al　Carbondale｡　pp,78-80.およぴKe　H　y,　op｡cil.9,pp｡9-27.この現

地人のための学校体系は､カンポジアとラオスには普及しなかった｡クメール語とラオ語をローマ宇表記

する努力はあったものの､クオック･グーのような広がりをもつことはなかった｡このため､この学校体

系は一般に｢Franeo-Vietna働ese　Seh9ols　:　仏越学校｣と斡訳されている｡アンダーソン､前掲諭文8､

2o8゛zl6頁､およぴ古m元夫､前掲書1､74頁なと｡
11｣)oan　viet　Hoat(1971)｡77?f　Jひeye/即l郎り/励而即折助eL9ぴcむj卯油yjelj7aりj゛oa5卯a/1ぴ7a7
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彼はボーによって構想された植民地教育システムを整備して､1　9　1　7　年に｢公教育総規｣

(R41ement　G6n6ral　de　l'lnstruction　Publique)として規定した.これによってヽインドシナの

教育体系は現地フランス人用と仏越学校に二分された｡仏越学校の教授言語は原則として

フランス語で統一されたが､初等教育の低学年ではフランス語を強制せず､高学年におい

て漢宇とクオック･グーの学習がわずかに認められた｡彼は協同主義を掲げながらも､仏

越学校ではボーの時代と比ぺて圧倒的にフランス語による教育を重視した｡ただし現実に

は､フランス語に通じた現地人教師を十分に確保できず､メルラン総督の時代(1924年)に､

初等教育の導入段階3年間のみ､クオック･グーを教授言語とする方式に修正されること

となった12.

　サローは中等教育においては､それまで仏人子弟を対象としたリセに､現地民部を設徽

し､のちにこれらが仏越学校の中等教育機関として独立することになった｡さらに､高等

教育においては､ボーの後任総督によっていったん閉鎖されたインドシナ大学を再開し

(1　9　1　7　年12荊25日総督令)､存続していた医薬学校(1902年設立)､獣医学校(医薬学校か

ら1917年に独立)､土木学校(1913年)をその傘下に厦いた13.さらに在任中に師範学校

　(1917年)､法政学校(1　9　1　8　年)､農林学校(1918年)などを次々と設立し､インドシナ

高等教育の基礎はこの時期に整備された｡

　このように､仏領インドシナにおいて現地人用の教育体系が形成されたのは1900年代

から1910年代にかけてのことであり､ボーとサローという協同主義を掲げた2人の総督の

イニシアチプによるものであることは注目される｡つまり､フランス植民地政策の代名詞

ともいうべき､同化主義に基づいた時代には､現地人用の公教育はほとんど発展せず､協

同主義にシフトした時期ににわかに整備されたという特微が指摘できよう｡さらに､ただ

し､仏領インドシナ総督は全時期を通じて短期間で頻繁に交替し､インドシナの民政は各

総督の個性によって大きく左右された14｡このことは､第三共和政下のフランス本国議会

が政党各派の離合集散によって政権交替が頻繁であったことにも大き《起因している15.

a�タ∂c畑叩∂///jca7　F∂rces,Ph｡D.thesis　of　The　F10rida　State　universHy,　p｡67.

12　Ke目y,op.cil,9,p｡57.

13　Nhu　Duc　Duong,0p｡cit｡10,p｡185.

141887年のインドシナ総督府設立から日本の仏印進駐直前の1940年6月に至るまで､のべ32人の総督

と24人の代理総督を数える｡再任のケースも多いが､平均の在任期間は約1年と非常に短い｡また､ド

ゥメールなど､大物総督と言われた人物には､本国での政争に敗れて着任した政治家も少なくなかった｡

彼らの多《は独自の政治哲学に基づいて植民地統治を行ったので､総督府は必ずしも本国に対して従順で

はなく､本国はこうした総督に対して更迭を繰り返した｡また､日本はいわゆる仏印進駐に際して当時の

インドシナについて詳細に調べ上げ､1940年に太平洋協會編『佛饌印度支那　改治･経済』を出版して
いるが､その中でフランスの植民地政策について｢絶えずその政策を髪更し､轜忽と性急とにおいて失敗

した｣(序2頁)と論評している｡当然､この論調にはアジア民族の解放という､いわゆる大東亜共栄圏

の論理を正当化しようとする日本の政治的意図も含まれているであろう｡それを考慮しても､フランスの

櫨民地経営には一貫した統治方針が欠如していたことは､多くの研究者が指摘している｡本国の櫨民地指

揮系統が統一されておらず､インドシナやアフリカ賭国を担当した植民地省以外にも､内務省(アルジェ

リア担当)､外務省(チュニジア､モロッコ､シリア､レパノン担当)などが植民地経営にあたったこと

などは､その特微を端的に示している｡グザヴィエ･ヤコノ､前掲書6､135頁｡

り第三共和敢下のフランスでは､70年間に108回の内閣改造･更迭があった｡その間､政治の実権は中
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　植民地統治における同化主義と協同主義を比較すると､表1-1のように表現すること

ができるだろう｡問題は､なぜ20世紀に入って協同主義に転換する必要があったのか､な

ぜ現地人用の教育制度を整備･拡充する必要が生じたのか､ということである｡本傘では

引き続きこれらの問題を追求していきたい｡なお､本論文のテーマはベトナムに限定して

いるため､当時のラオスとカンボジアの教育状況については割愛し､インドシナにおける

ベトナム地域(トンキン､アンナン､コーチシナ)のみを取り上げることとする｡

表1-1　:仏領インドシナにおける同化主義と協同主義の比較

同化主義 協同主義

時期 19世紀後半 1900年代から漸進的に

目的 インドシナのフランス化 現地人との宥和による統治の効率化

現地人との関係 強圧的､直接統治､中央集権 宥和的､間接統治､地方分権

フランスの存在 文明の伝道者 現地人のよき保護者

植民地内の伝統的権威 否定･破壊･無視 温存･懐柔･活用

現地人の登用 通訳など最小限に限る 中下級官吏への門戸開放

言語政策 フランス語で統一 初等教育で現地語教授を認める

現地人教育の方針 無関心および必要最小限 　　　一定の啓蒙は必要

地人の教育要求に一定の対応

現地人初等教育 原則として放任主義､公教育化せず 公教育化､仏越学校の股立

現地人中等教育 仏人系学校のみ 現地入用の学校を大都市に股立

現地人高等教育 なし{仏人は本国へ帰還) いくつか設立

代表的な総督 ポール･ドゥメール(PauI　Doumer) 　　　ポール･ボー(Paul　Beau)

ルベール･サロー{AIbert　Sarraut)

2.仏領インドシナの教育制度

2-1　学制の整備

　ボーとサローによって基本整備されたインドシナの教育体系は､その後も断続的に修正

が行われ､1930年代に入ってようや《制度.として安定するに至った｡それは､他の仏領櫨

民迪と同様､フランス人子弟の学校体系と現地住民の学校体系を完全に分離するという典

型的な複線型教育システムであった｡さらに複雑なことに､両体系の内部においても複線

央省庁の官僚集団に握られるようになった｡
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的傾向がみられた.図1-2は両者を最短就学年数に基づいて図式化したものである｡

図1 2:仏領インドシナ時代におけるベトナムの学制

･--〃JIW〃‘･f-●加W---4･----Wij---ミ44

最短就学年数 フランス入用学校 ベトナム入用学校
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9 ↑ 仏越高等小学校(4年制)

8 高等小学校(4年制) /フ
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6 ↓　　　　↓　Y
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1
1 へ＼, r　　l F　　　　　　　　　　　　　　　　　I ｢

ゾ
GaH　P.　Kelly(1975),Fr如a-l/je/刀a肘託タc力㈲/ぶ,抒埓nロタ試Ph｡D｡thesis　of　the　universj　ty　of

Wjsconsin-Madison,p｡52,p.72およびNhu　Duc　Duong　(1978),釦配al/朗jj7　Fj訥7訪即面四力e杓･郎c力

加耐刀aり卯,7郎Z-7何5,Phふ　lhesis　of　Soulhern　Hlinois　universily　at　Carbondale,　p｡228を参

考に作成｡

　フランス人用の教育体系は､義務教育である｢小学校｣(ecoles　primaires:　5年制)を卒

業した後はヽ中等普通教育を行う｢リセ｣(lyc6e　:　6　年制)と職業教育を行う｢高等小学

校｣(eeoles　primaires　sup6rieures　:　4年制)の2つに分岐していた.これらの学校の教師は

すべてフランス人であり16､カリキュラムは本国と同一であった｡1929年の時点で､小学

16高等小学校の寮長や学校の経理担当者に至るまで､フランス人が働いていた｡Nhu　Duc　Duong,

op･　ci　l,　10,　pp｡95-96.
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校24校､高等小学校5校､リセ3校が存在していた｡現地仏人用のリセには､ハノイの『ア

ルベール･サロー校｣(Lyc6e　Albert　Sarraut)17､サイゴンの｢シャスループ･ローバ校』

(Lyc6e　Chasseloup　Laubat)ヽダラットの｢プチ'リセ｣(Petit　Lye6e)の3校があり､それぞ

れ初級･初等段階が附属していた｡高等教育への進学を目指すフランス人は､いずれかの

リセに進学し､大学入学資格である｢バカロレア｣(baccalaur6at)を取得し､フランス本国

の大学あるいはグラン･ゼコールヘと進むのが一般的であった｡

　これに対して､現地ベトナム人を対象とした仏越学校の体系は次のようになっていた｡

まず､7歳の就学年齢に達した児童に対しては､農村部では｢初級学校｣(ecoles　primaries

616mentaires　:　3年制)､都市部では｢初等学校｣(ecoles　primaires　:　6　年制)の2種類があ

り､初等学校には初級段階(1~3学年)と初等段階(4~6学年)の両方が含まれた｡

前述したように1924年以後､初級段階ではクオック･グーが教授用語となったが､初等段

階以上ではフランス語による教育で統一された｡また､1927年には初等段階は2年制から

3年制へ延長された｡初級学校は普及を図るために原則として無料であったが､初等学校

には寄宿舎が必要となったので､その費用は有料であり､年間で小作人の収入の2倍以上

に相当したという18.

　フランス人の教育体系と異なるのは､初等段階を修了した後は､｢高等小学校｣(ecoles

primaires　sup6rieures　:　4　年制)と｢仏越リセ｣(lycee　franco･indlμnes　:　3年制)が垂直的に

接続されていることである｡すなわち､仏越リセの入学には高等小学校の卒業資格が必要

であった｡この制度は1924年に定められ､当初は仏越リセの就学年数は2年間であったが

1927年から3年間に延長された19.仏越学校制度が発足した当初は､独立した仏越リセは

存在せず､1917年から18年にかけて仏人用リセの内部に現地人部門が設けられた｡1929

年には､それらが発展してハノイに｢保護国リセ｣(Lyc6e　du　Protectorat)2o､サイゴンに

　｢ペトラス゛キー゛リセ｣(Lyc6e　Petrus　Ky)21が設立されヽ1936年にはフエに｢国学リセ』

(Lyc6e　Quoc　Hoc)22が設置された｡仏人用リセの卒業資格は1　9　1　4　年には本国のバカロレア

と同等であると規定されたが､仏越リセの卒業資格は1930年代に入るまで､本国のバカロ

レアよりも一段劣るものとして扱われ続けた23.

　仏越リセとインドシナ高等教育機関の接続については､二段階の措置がとられた｡前述

したように､すでに医薬学校が1902年､その他の高等教育機関も1910年代から設立され

-46-

1　7　1　9　1　2　年に開校したポール･ベール校(COHage　Paul　Bert)が1923年に名称変更された｡現在のファン･

チュウ･チン(Phan　Chu　Trinh)高校｡なお､第三共和改期においては､コレージュとリセは現在のように

前期および後期中等教育機関として垂疸的に接統されていなかった｡当時のインドシナにおいて､リセは

国立の普通中等教育機関であり､コレージュとは主に宗教系の初等･中等教育機関のことであった｡

I　°　KeHy,　op.　d　l｡　9,p,54.

19　Ditto,　p,61.

2o前身はCo11弛e　de　Ha　N6j.

21前身はシャスループ･ローバ校の現地人郎門｡現在のLe　Hong　Phong高校｡
22前身はCo11とge　Quoc　Hoc.青年時代のホーチミンやヴオ゛グエン'ザップ将軍が通ったことで有名.
23　DHto,　pj00,



ていた｡これに対して､上記のように中等教育機関であるリセの整備が遅れていたために､

1900年代初頭時点では仏越リセの卒業生を高等教育機関に送り出すのが間に合わなかっ

た｡このため､1924年までは高等小学校の卒業資格さえあれば､高等教育機関の入学試験

を受けることができるとする暫定措置がとられた｡24年以降は､高等教育機関の入学資格

として､仏人リセあるいは仏越リセに最低2年間在籍することが必須となった24.

　仏越学校の教師については､初級学校あるいは初等学校の初級段階(第1~3学年)で

はベトナム人教師のみであり､彼らの多《は旧来の私塾教師からの転身であったが､初等

段階以降(4学年~)では､すべての段階においてフランス人教師と現地人教師の両方が

採用された｡ただし､両者の間の待遇格差は大きかった｡たとえば1924年にリセにおける

現地人教師の最高給は年2,400ピアストルであったが､最低給であったフランス人教師は

年7,000ピアストルであったという25｡初級学校･初等学校の教師資格は､高等小学校に

付設された師範科で取得できた｡高等小学校の教師になるには､インドシナの高等教育機

関である師範学校の卒業資格が必要であり､リセの教師になるにはフランス本国の大学や

グラン･ゼコールの卒業資格が求められた26.こうして､高等教育機関およびリセの教師

はフランス人が多数を占め､高等小学校以下の学校ではペトナム人教師が多数を占めると

いう構造ができあがった27｡

　　この他､現地人用の学校として､いくつか初級技術者を養成するための実業系の学校

が存在した｡また､仏越学校の体系とは別に､カトリック系の初級~高等小学校レペルの

学校(コレージュ)もいくつか存在したが､本稿では詳しく触れない｡さらに､植民地政

府は各農村が自弁で設立･維持する､非公立の村落学校(6cole　communale)を奨励し､クオ

ック･グー教育の普及を図った｡これは､植民地政府の教育予算の節約と､伝統的な農村

の私塾を植民地教育行政の中に取り込むことが目的であったが､農村側は財政上の負担と

上級学校への接続が保証されないことからこの学校システムに積極的でなく､普及は進ま

なかった28.

　このように､現地人用の学校体系では､最初の3年間だけクオック･グーが教授言語と

して孤立していたので､初級学校や村落学校しか存在しない農村部においては､大部分の

農民の子女にとってフランス語で実施される上級教育機関への進学は､カリキュラム面に

24あるいは現地バカロレアを取得していれぱ､たいていの高等教育機関では入試が免除された｡Hoa

Phuong･Tran(1999),F/∂1刀a討ぶe厨加er£dllcお/卯aN力e幼/eμecり朗∂/杓･朗c力&�タ卯畑□が/胚肘es,

Ph.D,thesis　of　Stale　universily　of　New　York　al　Buffalo,p.55など参照｡この一連の政策は､

Gouvemement　G6n6ral　de　l'lndochine(1925),び,ie沁｡&&刄県,･6-Z)αg/'aje破,7e･al戸必/fごaか面djg

μ924'2匈,Direction　de】'lnstruction　Publique,　Hanoi,pp｡3-49に詳しい｡
2　5　Doan　viet　Hoal,　op,cit.11,p汁36.

2　6　Nhu　Duc　Duong,　op,cit.10,pp,　197-199,

271930･年のベトナム(トンキン､アンナン､コーチシナ)における仏越リセと仏越高等小学校の教師に
おける現地人の割合は62.5%(264人中165人)であった｡斎濁總督府官房外事課編(1932)｢南洋年鑑　第

二回版』南洋協會斎青支部､59頁の統計資料から算出｡
2　8　David　G.　Marr　(1981),胃e/脂肘ぶe71r�jl/∂17卯7T/'ja/　jタ2∂-/タ45,Univ｡of　Cal　i　fornia　Press,　p,　34,
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おいても経済面においても至難であった｡一方､一握りの都市中間層や不在地主層の子女

にとっては､最良の選択肢は子女を仏人学校に入学し､最終的にはフランスの高等教育機

関に留学することであり､次善の方法は､図1-2のように仏越学校体系を上り詰め､イ

ンドシナの高等教育機関を卒業して､植民地政府の官吏となることであった｡

　図1-2の中央に両教育体系を横切って複数の矢印が書き込まれているが､これはベト

ナム人富裕層･知識人層の中に､仏人系ストリームの中に入っていこうとする圧力が常に

大きかったことを示している｡たとえば､エリートコースである仏人リセ付属小学校への

入学を希望したり､仏越初等学校を卒業後に仏人リセヘの入学を希望したり､仏越リセを

卒業後にフランスの高等教育機関に留学を志したりと､さまざまなケースがみられた｡

　実際のところ､本来､在住フランス人子女のために開設された仏人リセには､フランス

人よりも一段厳しい入学基準を課せられ､仏越学校の数倍の学費が必要でありながら､常

にベトナム人の入学希望者が殺到していた｡たとえば､1937年における在絡生徒数の内訳

は次の通りであった(附属の初級･初等段階の在籍者も含む)29.

アルベール･サロー校(ハノイ)

シャスループ･ローバ校(サイゴン)

プチ･リセ(ダラット)

フランス人

　725人

　830人

　342人

現地人

401人

149人

　47人

その他

　31人

　5人

　1人

　合計

1,157人

　984人

　390人

　現地人には､クメール人とラオ人をはじめ､インドシナの賭民族が含まれているが､人

口構成と当時の教育普及度を考えれば､ベトナム人生徒が大多数を占めたと考えられる｡

―方､同年における仏越リセの在籍生徒数は､保護国リセ(ハノイ)164人､ペトラス･

キー･リセ(サイゴン)159人､国学リセ(フエ)77人､シソワット･リセ3o(プノンペ

ン)46人であった31.すなわち､仏人リセにおける現地人生徒は合計597人､仏越リセに

おける現地人生徒は446人となり､仏越リセよりもむしろ仏人リセの方に多《の現地人が

入学していたことがわかる｡

　この状況に対して在住フランス人は当局に苦情を申し立て､植民地政府はついに1933

年､法律によって仏人リセから強制的にペトナム人を排除するという手段を講じた32.こ

29査稗總督府官房外事課編(1943)『南洋年鑑　第四回版』掬洋協會畜稗支部､61頁｡原典は､幽,7u加

如政φe&μ加たd柄e(インドシナ統計年鑑)｡当時の台湾総督府は世界中の櫨民地民政について研究鯛
査を重ね､これを総覧した『南洋年鑑』を1929年､1932年､1937年､1943年と4回発行している｡こ

の中にはインドシナの教育行政制度､予算､就学者数などについて詳細な情報が掲載されている｡
30

それまでプノンペンに存在したコレージュ･シソワットが､1935年に総督府麿轄の仏越リセとして昇
格した｡アンダーソンによれぱ､生徒はカンボジアの王族､中国系商人､ベトナム人官吏などの子女が多

かった｡ベネディクト･アンダーソン､前掲書8､212-213頁など｡

31豪稗總督府官房外事課編､前掲書29､62-63頁｡
32

Ke　H　y,　op,ごcit,9,‘p｡62,Hoa　Phuong　Tran,op｡cit,｡24,pp,76-78,
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のように､仏人学校への参入を希望し､仏人と同等の教育機会を要求するベトナム人側と､

これを阻止しようとする在佳仏人の間には常に緊張関係が存在した｡植民地当局が仏越リ

セやインドシナ大学といった現地人向けの高級な教育機関を漸次設立していったことは､

ベトナム人の教育要求に対する一種の宥和措置でもあると同時に､仏人学校を現地人の圧

力から隔離･保護するという政洽目的も含まれていたのである33.

2-2　教育行政制度

　仏領インドシナの教育行政制度はサロー時代末期の1919年に整備された｡それまでは遵

邦各邦の視学官が学校の監督を行っていたが､連邦政府としての教育行政を司る組織は存

在しなかった｡当時､農村の私塾は植民地行政から切り離されており､仏人系学校はフラ

ンス本国の監督下にあり､仏越学校は連邦各邦が個別に監督していた｡これらをまとめて

一元的に管理する行政組織が必要となった｡

　こうして､総督府内に｢インドシナ教育局｣(Direction　de　l'lnstruction　Publique　en　lndochine)

が設置された｡局長職はフランス大統領令により任命され､インドシナ総督に直属した｡

歴代局長は通例フランス本国で教育管理職にあたった人物で､任命とともにインドシナに

派遣された34.局長を補佐する携学官には4種類あり､いずれもインドシナで2年以上勤

務経験のあるフランス人大学教授から選ぱれた｡それぞれ局長補佐､初等中等教育･教師

養成､文科高等教育､理科高等教育を担当した｡連邦教育局内には4つの課が設置され､

第1課は高等教育､第2諜は初等･中等教育､第3課は会計､第4牒は技術職業教育､学

術研究機関､広報活動などを担当した｡

　連邦各邦には理事長官(コーチシナ知事)のもとに教育牒(Service　de　PEnseignement)が設

置され､教育諜長を補佐する視学官が設置された｡各邦の視学官は初等教育の監督を行い､

5年以上インドシナで動務経験を有するリセの教師の中から選ぱれた｡中央と地方の職務

分掌については､連邦教育局が高等教育およぴ中等教育(リセ)を直轄し､各邦の教育課

がそれ以外の学校(初級学校､初等学校､高等小学校､村落学校､各種の実業学校など)

を監督した35.

　またヽ連邦教育局の諮問機関として､｢教育諮問会議｣(Conseil　Consultatif　de　l'lnstruction

Publique)が設置され､教育局長が議長を務め､連邦視学官､各邦の教育牒長およぴその視

33
ペネディクト･アンダーソン､前掲書8､2H-212頁など｡インドシナ当局のこの敢治的意図は多く

の研究者によって指摘されている｡

34初代局長コニャック(Coqnac(1)はヽインドシナ大学や医薬学校の殷立に尽力しヽコーチシナ知事も兼

任したが､汚職の悪評もつきまとった人物であった｡ケリーによれぱ､概して歴代局長の任期は短く､教

育行政に強い影響力を行使できたかどうかは疑わしい｡ま.た､教育諮問会議も活動を休止していた時期が
多い.Ke目y,opJII｡9,pp｡27-33.

35インドシナの教育行政については､J,D,Galembert(1931),£a/lj堺訥isfMzj∂71ぶel/6　Sen4c紹

戸“随4畑必d崩oな,(revised　by　E,Erard),pp･　715-721,　およぴNhu　Duc　Duong･　op･　c　i　t･　1　0･　pp.　87-92･

およびヽ畜舞總督府官房外事諜編(1937)r甫洋年鑑　第三回版』甫洋協會畜舞支部､233頁､を参照｡
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学官､｢極東フランス学院｣36の院長などから編成され､インドシナの教育発展について

の審議を行った｡各邦教育課にも同様の諮問会議が設置された｡

2-3　初中等教育の普及と特徴

　次に､仏越学校の就学状況についてみてみよう｡図1-3はベトナム3邦(トンキン､

アンナン､コーチシナ)における初級1年からリセ3年までの就学者数を､1928年から38

年の10年間にわたって示したものである｡このグラフからは2つのことが読みとれる｡

18｣0,000

160,0001
140,000:

120,000

100,0{}0

60,000

40,000

20,000

図1-3:仏領期ベトナムにおける仏越学校の就学者数
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出典:Gouvernement　G6n&al　de　Plndochine　(1929,1935,1939),尺91,｡rなaC･,zs�血G･z,ye｡･le,1らZ)eaj&le

八所Ejかzl�azla･ar&iぶyea　2rpfca　訥必&fx･jsのデータを用いて作成｡

　一つは､同一教育段階における中途退学者が非常に多いということである｡たとえぱ､

初級段階をみてみると､初級1年生に対する初級3年生の就学者数は33.2%(1928/29年)

に過ぎない｡この数値は10年後の1938/39年には44.8%に上昇しているが､それでも半

数以上の生徒が初級3年間の間に説落していることになる｡つまり､公教育の入口の時点

ですでに大多数の生徒がドロップアウトしていることが胱みとれる｡ちなみに､その他の

教育段階における最初の学年に対する最後の学年の就学者比を算出すると､初等段階では

3　6　Eco】es　Fran9aise　d'Extr6me-Orient　フランスのアジア研究機関でヽドゥメール総督時代の1898年に殷

立された｡仏饌インドシナ時代はハノイにあって､考古学､歴史学､民族学の分野で大きな功績を挙げた

がヽ純然たる研究機関として教育機能はもたなかった√　　　　　　　J
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江O%(1928/29年)および66.9%(1938/39年)､同様に､高等小学校では52.0%(1928/29

年)および70.0%(1938/39年)､リセでは3LO%(1928/29年)および64.7%(1938/39

年)となっておりヽ初級段階の残存率が他の教育段階と比較しても低水準にあることがわ

かる｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡

　もう一つの特微は､教育段階間の進学率が極めて低いことである｡たとえば初級3年生

に対する初等1年生の比率は34.1%(1928/29年)および30.8%(1938/39年)であり､

むしろ10年,間で低下している｡同様に､初等3年生に対する高等小学校1年生の比率は､

14.0%(1928/29年)および8.4%(1938/39年)､高等小学校4年生に対するリセ1年の

比率は､10.7%(1928/29年)および19.5%(1938/39年)でいずれも非常に低い水準で

あることは明らかである｡初級学校から初等学校に進学する際(あるいは初等学校内にお

ける第3学年から第4学年への進級)は､教授用語がベトナム語からフランス語へ切り替

えられることを意味し､進学意欲を阻害する圧力となったことも指摘できよう｡

　こうしてみると､初級1年生に対するリセ3年生の就学者比は､o｡02%(1928/29年)､

0.07%(1938/39年)となり､高等教育にアクセスする以前の段階で99.9%の生徒が説落

してしまうという悲惨な状況が生じていたのである｡

　次に､ベトナム3邦における各種仏越学校の就学者構成を時系列(1920年~1938年)で観

察してみたい(図1-4)｡ここでは初級学校(1~3学年)､初等学校(1~6学年)､高

等小学校(7~10学年)､リセ(11~13学年)の別に就学者を算出した｡これによると､

1920年には初級学校の就学者が全就学者(高等教育機関を除く)の約77%を占めているが､

18年後の1938年には52,6%まで低下しており､その代わり初等学校の就学考が約21%か

ら約45%まで増加していることがみてとれる｡事実､学校数も初級学校は3,121校から

2,309校に減少しているのと反対に､初等学校は119校から417校に増大しているのであ

る｡

　この現象は､櫨民地政府の方針として､漸次､農村部の初級学校に4~6学年を増設し

て初等学校へと昇格させていったことを示しており､同時に農村の子女にとって初めて学

校でフランス語に触れる機会が普及していったことも意味している｡初級学校と初等学校

を合わせると､常に就学者全体の98%に達することから､量的規模に関する限り､両学校

が仏越学校の中核であったと言って間違いないだろう｡

　一方､高等小学校の就学者比は伸び悩んでおり､学校数(就学者数)も8校(2,430人)

から16校(4,552人)へと､それほど大きく増加しているわけではない｡リセに至っては､

就学者比でみると限りなくゼロに近く､実態としても1938年の時点でわずか3校(400人)

という伏況であった｡つまり､仏越学校体系によって高等教育進学を志す生徒にとっては､

高等小学校とリセはいわゆるポトルネック(瓶の入口)的な存在になっていたのである｡

リセと高等小学校のほとんどは省都以上の都市部に設置されており､人ロの大多数が農民

であった当時のペトナムにおいては高等教育機関と同様に特権的な存在であった｡すでに
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高等小学校の段階において､生徒の大部分は地主層か都市ブルジョワの子女であった｡一

般の農民が高等小学校以上の学校にアクセスするには､少数の生徒に支給される奨学金を

ねらうか､有力な親族･知人･地元名士からの援助に頼るしかなかった37.
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図1-4:各種仏越学校の就学者比の経年比較

1920年　　1923年　　1926年　　1929年　　1932年　　1935年　　1938年

--◆-一初級学校(1~3学年)　‥●‥初等学校(1~6学年)

-6-一高等小学校(7~10学年)--o-リセく11~13学年)
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出典:Gouvernement　G6n6ral　de　Plndochine　(1920,　1923,　1926,　1929,　1932,1935,　1938),/弛所g諮aCaタ&/必

Go･4vemalenらZ)ela諮me　Rz所ej加n�oneme琲&s　divers　2rvjca　訥必油泌∂jぶのデータを用いて作成.

　このような教育事情においては､仏領期ベトナムで高い識宇率は望むべくもなかった｡

1938年にアンナン北部のタインホア省で農村の識字伏況を調査したフランス人医師は､初

等学校のある村落､初級学校のある村落､全く学校が存在しない村落における10歳以上の

非識宇率は､それぞれ83%､91%､98%であったという38.この結果に基づくならぱ､仏

鎖期のベトナム農村の圧倒的大多数は非識宇者であった｡同時に､仏越学校が農村の識宇

普及に一定の影響を残したことも無視することはできない｡Marr(i981)によれぱ､1939年

時点､クオック･グーで書かれた新聞を読むことのできる人ロは約180万人､当時のベト

ナム人口の約10%に達していた39.

3　7　David　G,Marr,卯,ci七28,p,　43.

3　8　R　Chesneau　(1938),“Enqu6ほsuTPAJ}alPhab611sme切mmeu　rural　dans　une　Province　du　Nord

ポAnnam",釦旅面G函&aj&/'徊51ad沁タ1戸訪胸鴫no,　8,　P,匹
3　9　David　G,　Marr,　op｡cjt,28,p｡34.Marrの指檎について､アンダーソン(1983)は､わずか10%の識

字率とはいえ｢かれらの歴史において空前の高い比率だった｣と述べている｡ベネディクト'アンダーソ
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　仏越インドシナの高等教育はヽ初等‘中等教育のこうした実皆を土台として成り立って

いた｡大多数のベトナム人は､都市のリセや高等小学校までたどり着けず､日常的な読み

書きすら十分でない状態で､初級･初等学校からドロップアウトしていたのである｡本来､

仏越学校の趣旨は現地人エリートを作ることではな《､サロー総督の言葉を借りれぱ｢子

どもが農民や職人としてつつまし《生きてい《上で､自然･社会的な生存条件を改良する

のに知っておくと役に立つ範囲の､ごく基本的な内容に絞った教育｣4oを普及することで

あったが､実際にはそれすら不十分な伏態であった｡まして､リセで西洋の教養を学び､

幸運にもインドシナやフランスの高等教育機関に入学できた―握りのベトナム人学生は､

すでに現地のペトナム人社会から浮き上がった特異な存在であり､同時にインドシナ在佳

フランス人から進学･就職･昇進において絶え間なく差別を受け続けるという､いわぱ｢二

重の疎外感｣に苦レむ存在であった｡

ンヽ前掲書8､212頁｡なお､崔稗總督府官房外事課編(1943)『南洋年鑑　第四回版Jは､}936年のイン
ドシナ国勢調奎報告書の人ロデータを引用している｡これによると､トンキン約870万人､アンナン約

566万人､コーチシナ約492万人で､ベトナム3邦合わせて1928万人となる｡ちなみに､カンボジアは
約305万人､ラオスは101万人であり､ベトナム3邦､特にその北部であるトンキシに人口が集中してい
たことポわかる｡
40

KeHy,op｡cil｡9,pj7.
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第2節　仏領インドシナにおける高等教育

　本節では､仏領インドシナにおける高等教育機関がどのような意図によって設立され､

どのような変遷をたどっていったかを明らかにしたい｡

1.､仏領インドシナ高等教育の形態

　仏頗インドシナの高等教育機関は､総督府教育局の直轄学校として20世紀前半に設立さ

れた｡それらは例外な《､インドシナ櫨民地政府の円滑な運営･発展に資するため､現地

人の中から必要最小暇の人材を養成することが主たる目的であった｡これらの学校のほと

んどは総督府のあるハノイに設腹され､いずれも小規模であり､フランス本国の高等教育

機関と比較すると､特定の職業訓練のための学校としての性格が濃厚であった｡こうして､

今世紀初頭に政洽的な動機によって形成されたインドシナ高等教育機関は､1930年代に入

ると政治的な理由によって､中断や再開を繰り返していくことになった｡実際にどのよう

な学校が存在したのか､以下､個別に取り上げてみたい1.

1-1　医薬学校(1902年設立)

　医薬学校は､インドシナ最古の高等教育機関として1902年にハノイに設立され､｢イン

ドシナ大学｣(のちに｢ハノイ大学｣と改称)の中核としてインドシナで最も高い威信を誇

った学校である｡その目的はフランス人医師を補助する存在としての現地人医療スタッフ

の養成であった｡学校長は､フランス国家医学博士号を有する同校教授の中から選ばれた2｡

同校はインドシナ医学校(kolede　M6decinede　1'lndochine)としてスタートしヽ1904年には

助産婦科､1905年には獣医科､1914年には薬科が附設された｡カリキュラムでは特に皮膚

病や眼病などに多く見られる熱帯性疾患や公衆衛生についての授業が重視された3.附属

病院も設置され､1929年にはのべ8,861人の外来診療があり､1,1281人の手術が行われ､

993人の患者がのべ19,886日(一人平均20日)入院したという記録がある4｡

　1917年には現地人補助医師を養成するための｢インドシナ内科･薬科牒程｣が増設され､

同校は1923年に｢医薬本科学校｣(趾ole　de　M6decine　et　de　Pharmacie　de　PleinExercise)と改

称された｡同校のカリキュラムは､本科､インドシナ内科･薬科､助産婦科に整備された｡

Iインドシナの高等教育機関は､全時期を通じて名称変更や改組が頻繁に行われた｡このため､本論文

ではヽ時期を限定せずに言及する場合､それぞれの学校の通称(たとえぱ｢医薬学校｣｢法敵学校｣など)
を用いる｡

2　Nh　Duc　Du.ong(1.978),釦ぼa､U朗丿刄哨吻諮即面川加j'r邸c'カ加1功肩/卯,j卵2り河5,Ph｡D.{hesis

of　Southern　Hlinois　univelsHy　at　Carbondale,　p.｣85.

3医巣準校のカリキュラムは､RR｡G1raud&Bui　Ngo　Hien,　1加w�ぼ&ル回も(k&兪/哨4･ガn『

/叫゜cみi9批Z加机封j&c訥どが戸恥r謂4c紙ぷ1,a14xりlrzs　eね47む/吻向必り郊外倅pp,25-112に詳しい｡
4秘&n兪ぞ&/7徊豺rgd㎝戸4房句14e四徊必油泌ど四丿郷び,lmprimerie　d'Extreme'Orient　p･108,
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本科には医科(7年制)､薬科(5年制)､およびその附属として物理･化学･博物科が含

まれ､その卒業資格は本国の医学校と完全に同等であるとされた｡本科に入学するには現

地バカロレアが必要であったが､インドシナ内科･薬科(4年制)には､高等小学校の卒

業資格で受験することができた｡この諜程を修了すると『インドシナ医師｣(M6decin

lndochinois)の称号が与えられた5｡また､助産婦科(3年制)には女子学生のみが入学で

きた｡

　1938年の在籍者数を出身地別にみると､全208人中､トンキン85人､コーチシナ58人､

アンナン33人､フランス25人､中国3人､ラオス2人､カンボジア1人､インド1人と

多様ではあるが､ベトナム3邦の出身者が約85%(176人)と圧倒的大多数を占めている6.

インドシナの高等教育機関は例外なく現地人子女を対象に設立されたが､医薬学校には常

に一定数のフランス人子女が在籍しており､その意味でも特別な存在であった｡1941年､

同学校はハノイ大学の一部として『医薬学部｣(Facult6Mixle　de　M6decine　et　dePharmacie)

と改称されたが､内容的に大きな変化はみられず､総督府の解体まで命脈を保った｡

1-2　法政学校(1918年設立)

　インドシナ大学のもう一つの中核となったのが､植民地行政における下級官吏を養成す

るための法政学校であった｡その起源として､すでにインドシナには1887年にはハノイと

サイゴンに通訳学校が､1897年には官吏養成学校が作られていたが､1918年に｢法政学校｣

侑colede　Droit　et　d'Administration)として統合されヽハノイに設置された≒同時期に｢カン

ポジア行政学校｣(】Ekole　d'Admin泌ratk)n　Cambodgienne　:　1　917　年》､｢ラオス法政学校｣(&ole

de　Dmit　et　d'Administration　Laotienne　:　i91　7　年)も設立された8.この時期､第一次世界大戦

の長期化によって現地フランス人官僚の多くが本国に掃還したため､現地人の官吏登用を

早急に図る必要が生じたのである｡

　法政学校は川924年にフエにあったインドシナ高等研究院と統合され､新名称はそのま

ま『インドシナ高等研究院｣(】lcok　des　Hautes　盆tudes　lndochinoises)と改められた｡同研究

院には法科と人文科が設置された｡授業科目としては､フランス本国の憲法､民法､刑法

などに加え､インドシナの行財政も含まれた｡修学年数は3年間であり､卒業試験に合格

すると｢法学士』(11cenこc忿忿ndroit)この資格が与えられた9.

　ちなみに川917年いらい｢政洽経済学』としてわずかに週1回開講されていた経済学の

授業は､この統合によって新制の法科から人文科に移されパ政洽経済学原論:そのョーロ

゛Nhu　Duc　Duong｡　op4　cil｡　2,p､j9{}｡

1巌舞總督府官房外事牒維(1943)『庸洋年鑑　第回回版丿南洋協會畜芦支籐､60-61頁
7　DeGalmbm(1931),£り冶細徊汝r4珀琲タポフ邸&n必6八zb倫ぶ加面禎加斑,Ppブフ56-75&
各脂u･加c犬加卯g｡op,cH.2.･pp汀93-持4,

9LぞV最n=Gj庭ng　et　al.　(198S),£/d訪狗/崩c恟ひ載g珈ca即a海釘印y/がぬljnladぬj7g

功4肪7助jj45　jej7　aj四　najぽp/四jj掴尹加/弱もvieR　Nghien　Cuu　勁I　Hoc　va　Trung　H{}c　Chuyen

Nghiep,恥ハNojンpp,19こ9-302,
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ッパと極東における進展｣として改組された｡経済学を原論のみしか扱わず､しかも思弁

的性格の強い人文科に週1回のみ担当させるという措置について､Hoat(1971)は､フラン

スが現地の近代経済･産業発展に貢献できるような現地人を育成するつもりがないことの

表れであるど指檎しているlo｡同学校はその後も次のように頻繁に名称変更が行われてい

るが､閉鎖されることはなかった｡

1931年:高等法律学校(盆cole　Sup6rieure　de　Droit)

1939年:インドシナ行政学校(Ecole　d'Administration　lndochinoise)

1941年:(ハノイ大学)法学部(Facult6　deDroit)

1-3　師範学校(1　9　1　7　年設立)

　師範学校は､前述したように仏越高等小学校の現地人教師の養成を主目的として､1　9　1　7

年に｢高等師範学校｣(kole　Sup&ieure　de　P6dagogie)の名称でハノイに設立された.学校組

織はフランスのサン･クロード(Saint　CI{}ud)師範学校がモデルとされた11.文科と理科

に分かれており､フランス語･文学､ベトナム語･文学､歴史､地理の教師を志望する学

生は文科を､数学､物理､化学､生物学の教師を志望する学生は理科を選択した｡文科と

理科に共通の科目としては､教授学､心理学､応用社会学､道徳教育､衛生学､回学など

があった｡修学年数は3年間で､最終学年にはハノイの｢保護国リセ｣で実地研修が行わ

れた｡

　なお､奨学金を受けた学生は､卒業後10年間は公的機関に動務することを義務づけら

れた｡この学校に入学するには高等小学校卒業資格が必要であったが､他の多くの高等教

育機関と同様､1924年以降は現地バカロレアの取得が必要とされた｡リセ以上の学校の教

師を目指す場合は､フランス大学あるいはグランゼコールに留学する必要があった｡なお､

この学校は1935年に突然閉鎖され､その後再開されることはなかった12.閉鎖の理由は

不明である｡

1-4　農林学校(1　9　1　8　年設立)

　農林学校は､インドシナの自然資源を効率的に開発するために必要な農業･林業技術者

養成機関として､1918年に｢高等農林学校｣(趾ole　SuP6rieure　d'AgTiculture　et　de　Sylviculture)

としてハノイに設立された｡同学校は農科と林科に分かれており､3学年制をとった｡毎

学年度､半年間講義を受けたあと､3ケ月間の現場実習に行《というユニークなカリキュ

j　o　Doan　viet　Hoat　(j971),勁ej)ey咄聊四り/励面r刀別如er釦涯肘/∂幻z?　yje/刀紹jノげ卯ひj卯○//ぴra/

a如5卯畑叩∂月りa/凡･了c邸,Ph｡D,lhesis　of　The　Florida　Slate　unjversity,　p,　98‘99,

11　NhuD収Duong,op,cjt,2,pj97,

12　Djlto,　pp｡】､97-199.およぴLe　val　Giang　e4　al.,op｡cit,9,pp｡303-305.
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ラムをとっており､最終学年にはインドシナ各地の農業試験所や営林所において卒業実習

が行われた｡卒業生はこれらの機関において見習い期間を経て､三等技手に任ぜられた｡

この学校は1935年にいったん閉鎖されヽ1938年に｢インドシナ農林専門学校｣(kole

Suμciale　d'Agriculture　et　de　Sylviculture　de　Plndochine)の名称で再開された13.

　当時､インドシナの農業生産効率は非常に低く､たとえぱ1エーカーあたりのコメの収

穫量では世界最低水準であった｡農林学校の使命はこうした状況を改善することにあった｡

工業がほとんど発達しておらず､かつ自然資源に恵まれたインドシナの発展にとって､農

林業が最も重要な産業であったことはいうまでもなかった｡それにもかかわらず､農林学

校はあまり多《の学生を集めることができず(50人前後)､他の高等教育機関と比較して

学生数は常に少数であった｡現実の農民の苛酷な労働条件を熟知している現地人学生にと

って､農林学はあまり魅力的な学問分野でなく､そうした風潮に対して植民地政府も有効

な対策を講じることはなかった14.

1-5　土木学校(1913年設立)

　土木学校の起源は､1902年にトンキンとコーチシナに作られた公共事業用の現地技術考

養成学校であり､1913年にインドシナ全域の学生を対象とした｢土木学校｣(趾ole　des

Travaux　Publique)としてハノイに設立された.第一次世界大戦中は活動が停滞したがヽ1925

年の総督令によって組織が整倫された｡修学年数は3年制であり､土木科､建築科､地籍

科､地理科の4つの学科があった｡入学には一定の資格を必要とせず､入学試験に合格す

るだけでよかったが､奨学金を受けた場合､卒業後は総督府土木部や測量部､地籍部など

に10年間勤務することが義務づけられた｡1934年にいったん閉鎖されたが､38年に再開

された15.

1-6　獣医学校(1　9　1　7　年設立)

　獣医学校の起源は､1905年にインドシナ医学校に附設された獣医科であったが､1　9　1　7

年9月に｢インドシナ獣医学校｣(llcole　v6t6rinaire　de　Plndochine)としてハノイに独立設慧

された｡その目的は､フランス人獣医を補佐するぺき現地人補助獣医を養成し､インドシ

ナ畜産業の改良増進を図ることであった｡修業年限は4年制で､附属の家畜診療所などを

利用しての実習や伝染病対策が重視された｡最終学年にはニャチャンにあるパストゥール

研究所において卒業実習が行われた｡なお同学校は､1935年には閉鎖され､1941年に再開

された16.突然の閉鎖･再開の理由は不明である｡

13　Le　van　Gjang　et　al｡,op,　ci　し9,pp,313-316.

14　Doarviet　Hoal,　0p｡cil｣O｡pp｣02-103.

15　Le　van　Giang　et　al.,op｡cil.9,pp,　316-320.　および､斎稗總督府､前掲書6､60頁｡

16　Njhu　Duc　Duong,　op｡cH｡2,pp,202-203およびLe　van　Giang　et　al｡,op｡ciL　9,　pp.309-312.
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1-7　商業学校(1920年)

　商業学校は､インドシナの産業発展に資する人材を養成するため､1920年に｢インドシ

ナ商業学校｣(11cole　Commerce　de　l'lndochine)としてハノイに設匿された.当初の修学年阻

は3年制で､最初の2年間はハノイで学び､最終学年はサイゴンにある商業実習学校(1922

年設置)に派遣されて実習教育を行い､さらに卒業前の3ケ月はサイゴンの商工会議所等

にて卒業実習が行われた17.なお､1925年にサイゴン実習校はハノイ校に統合され､｢高

等商業通信学校｣(kole　Sup6rieurede　Commerceet　de　RT,T)として整備された.

　同校には商科(3年制)の他､1925年に郵便電信科(2年制)､1926年に無線電信科(2

年制)が設置され､インドシナでは珍しい実学的な産業教育が実施された｡学生は現職の

郵便･通信･電信部門の現地人官吏からも募集された｡ところが､1932年に突然閉鎖され､

開設からわずか12年で幕を閉じることとなった18.

1-8　美術学校(1924年)

　美術学校は､1924年に『インドシナ美術学校｣(趾ole　des　Beaux-Arts　de　l'lndochine)とし

てハノイに設立された｡当初に設置された絵画･彫刻･塑像･裂陶科に加え､1926年には

建築科が設けられ､建築､設計､都市計画､測量技術などの授業が行われた｡前考は仏越

学校の美術教師および芸術家を養成することが主な目的であり､学生は西洋美術の技法､

ベトナムや中国など東洋美術の伝統を学んだ｡建築科は公共建築に必要な現地人技師の養

成を目的とした｡美術系の一部の専攻を除き､修学年限は5年制であったH｡

　1938年に同校は｢インドシナ美術･装飾芸術学校｣(11coledes　Beaux-Arts　et　des　Arts

Appliqu6s　de　Plndochine)と改称されヽ太平洋戦争末期の1944年には建築科はダラットにヽ

その他の諸専攻はソンタイに疎開した2o｡特筆すべきことは､多くの高等教育機関が1930

年代に閉鎖される中で､美術･装飾美術学校は一貫して存統したことである｡詳しくは後

述するが､1920年代にインドシナ大学が｢仏領ハノイ大学｣21と改称され､1　9　3　0　年代に

医薬学校と法政学校以外の高等教育機関がすぺて職業学校に格下げされた時も､美術学校

は大学の一部として存続した｡儒教の伝統からペトナム社会に芸術家を軽蔑する風潮があ

ったにもかかわらず､総督府はこの学校を維持し続けた22.

17カリキュラムの詳細は､Gouvernement　G6n6ral　de　Plndochine　(1922),刄偕/m91G向･如/必μ励g如゛゛″1`

&炉&iez47;　C7z4iz陀j£cQ/e　de　Ca用z7jercEde　/'徊dひd細eef£ca趾d″吻写盾az沁ηG辨7澗澗aで沁/e&&zなθ7ま,pPj-10
を参照｡
18

19

Le　Van　Giang　et　al｡,op｡c□.9,pp,320-322.

1ndochine　Fran9ise　(1925),jμ尚面G&向z/&/血sl瑞c向刀知肪卯ちno｡5,p.137,
2　o　Le　Van　GjanFet　al,　,　op｡cHJ･,pp｡305-30飢

り独立後に設立されたハノイ大学とは別組織なので､ここでは区別するために｢仏饌ハノィ大学｣と呼

ぷ｡

リNhu　Duc　D･uong,　op｡cit｡I,pp｡199-201,
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1-9　旧ハノイ大学理学部(1941年設立)

　仏領インドシナで最後に新設された高等教育機関は､ハノイ大学の｢理学部｣(Facu】t6　des

Sciences)であった.その設立目的はヽインドシナの動植物や鉱山資源などについて研究調

査するための方法論を教授することであった.一方ヽ当時の総督デコー(Jean　Decoux)によ

れば､この新設学部は内容的に目新しいものではな《､｢この大学の威信と影響力をインド

シナの民に植え付ける｣23ことが重要であった｡

　すでに前年には日本軍がいわゆる仏印進駐を行っており､フランスの軍事的威信は失

墜していた｡この事態に耳応して､1941年5月にはベトミン(ベトナム独立同盟会)が

結成され､対日･対仏ゲリラが始まっていた9総督府は日本軍政下における二重支配構

造の中で､フランスの影饗力を保持するために､民生面で現地人に対して宥和路線を取ら

ざるをえなかった｡理学部の創設は､この時点で医薬学部､法学部､およぴ美術･装飾美

術学校のみで構成されていたハノイ大学24を､総合大学として体裁を繕うという政治的意

図も含まれていたのである25.

2.インドシナ大学をめぐる政治情勢

2-1　設立と閉鎖(1907~1908年)

　以上みてきたように､1907年11月､ポール･ポー総督が仏鎖｢インドシナ大学｣(Universit6

de　l'lndochine)を創設した時点ではヽインドシナの高等教育機関はほとんど整備されておら

ず､わずかに医学校が存在したのみであった｡ポーはヨーロッパ近代大学の基本型である

文･法･理･医という学部樽成を目指したが26､実際にはそれらの整備を待つことな《､

翌1908年9月､ポーの後任総督クロプコウスキー(Klobukowski　:　在任期間1908年9月~

1910年)によって突如閉鎖され､再び医学校の活動だけに限定されることとなった｡不完

全な状態での大学発足､･わずか1年後の突然の閉鎖､これら不自然な現象は一体どのよう

な理由によるものであろうか｡

　そもそも在住フランス人は､インドシナに現地人用の高等教育機関を創設することには

一貫して反対であった｡彼らの子女は､仏人リセを卒業しバカロレアを取得すれぱ､本国

2　3　Tran　Van　Giau　eレal｡(1960),£jc力Su　7T加j)o狗ノ鮒,Nha　xual　Ban　Su　Hoe,　p｡131.(『首都ハノ

イの歴史』)

“仏慨ハノイ大学の学生便覧(ER｡Giraud&BuiNgo　Hien,　op,cit,3)をみるとヽ当時の『ハノイ大学｣が

上記の3学校だけで構成されていた事実がわかる｡
2　5　Doan　Viet　Hoat,　op.cil｡10,pp,　82-85.

26創設時の入学者は205人､うち正規学生94人､聴謙生,74人､医学校1年生が37人であった｡その大

部分は現職の現地人下級官吏であり､このため授業は夕方5時すぎから行われた｡授業はすぺてフランス

語で行われたため､中途退学者も多《､結局､一般教養を学んだだけで閉鎖されてしまった｡Hoa　Phuong
Tran廿99こ9),F仔凶ほf認斑助er£面a/j邱J□加佃埓rj,?cl/卯∂/杓邸c力郎がタθyμ□が/卵刀rび,Ph｡D｡

thesjsひf　Stateuniversily　of　New　York　al　Buffalo,　p｡57.および､Doan　VFet　Hoat,　op｡cit｡10,p｡昧
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の大学およがグラン･ゼコールに入学するのが一般的であった.現地人用の高等教育をイ

ンドシナに創設するということは､やがてその卒業生が植民地官僚としてフランス人が占

めてきたポストを脅かす存在になることが予想される2　7゛｡また､高等教育機関を目指して､

仏越リセだけでは吸収しきれない数の現地人(大部分はベトナム人)が仏人リセに殺到し､

仏人子女の教育環境が圧迫される事態が生じることになる｡事実,､上級官僚ポストが現地

人に与えられることはなかったが､仏人リセにかなり多《の現地人子女が在籍したことは､

前節でみたとおりであるレ在住フランス人の支持が得られないにもかかわらず､なぜボー

は不完全な形で『インドシナ大学｣を創設しようとし､クロブコウスキーは突如これを閉

鎖する必要があったのか｡

　一つの要回としては､ちょうどこの時期に多くのベトナム人が密航して日本へ留学して

いたことが考えられる｡一般に『東遊(ドンズー)運動｣(Phong　Trao　D命nng　Du)として

知られるこの社会現象は､当時の代表的な民族主義者ファン･ボイ･チャウ(Phan　B･ol　Chau)

が提唱した運動である28.1905年､チャウは抗仏運動に必要な武器を調達するために日本

に密航し､中国から亡命申の梁啓超の知遇を得､大隈重信､犬養毅ら日本の有力政治家に

も面会レ運動への協力を要請した｡や･がて周囲の説得によって､チャウは長期的視野に

立った人材育成の方がペトナムにとってより急務であると痛感した｡そこで､母国から資

金を募り､次冷に密航してくるベトナム人青年を日本の諸学校(振武学校､東京同文書院

など)に入学させ､その多くに中国人留学生と同様の軍事教育を受けさせたのである29.

　1907年はその最盛期であったが､同年からインドシナ総督府は留学生の父母親族を投獄

し､彼らの資金網を断つと同時に､日仏協約に基づいてベトナム人留学生の国外退去を日

本政府に依頼した｡こうして1908年には大部分の留学生が帰国するか､中国人を装って香

港やバンコクヘ説出し､運動は道半ぱで挫折することになった｡植民地当局にとって､ペ

トナム人の日本密航は反仏･反植民地主義の危険分子が増えることを意味し､とうてい許

容できるものではなかった.これに対して､チャウが主宰する在日｢維新会｣(Duy　Tan　Hoi)

はヽペトナム各地で納税拒否運動などを呼びかけ､櫨民地当局に対抗する手段に訴えた3o｡

　もう一つの要因はヽベトナム人自身の手によるベトナム人のための近代教育創設の試み

が始められたことである.チャウの友人であるファン･チュー･チン(Phan　Chu　Trlnh)ら

知識人有志の手によってヽベトナム人青年の啓蒙を目指してヽ｢東京(ドンキン)義塾｣(Dong

2　7　Nhu　D'uc　Duong,　op｡cit｡2,p.177,

“よく知られているように､同じアジアの国である日本が日露戦争に勝利したこと(1905年)はベトナ

ム人の民族運動に大きな希望を与えた｡たとえば､湯佩珠(ファン･ボイ･チャウ)著(長岡新次郎･川

本邦衛編)『ヴェトナム亡国史他J(東洋文庫73､平凡社､初版は1966年)所収の｢獄中記｣116-123頁

など｡
29

正確な留学生数はつまぴらかでないが､少なくとも200人は日本に渡航したと言われている｡チャウ
|ふ,1,･4･　-,,,●l　l　t　●　f齢-●ttJ　･l　-ミ･亀t●sミ　ー･　　゛゛-　-　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　､,　-　　　･-･--r-7　･　･-W`輛r畢gWwfWWk

が日本にあってベトナム人留学生の受け入れに奔走した様子は､同上､130-135頁｡

゛゜同上､140-143頁
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Kinh　Nghia　Thuc)31が1907年3月､ハノイに設立されたことである｡この学校には次の

ような特色があった32.

･儒教教育の階習を批判し､西洋文明の吸収を奨励したこと

･科学的･実際的な知識の教授を行ったこと

･授業料･書籍が完全に無料であったこと

･女子の入学を認めたこと

･教育段階を初等･中等･高等の3段階に分けたこと

･初等段階ではクオック･グー､中等･高等段階ではフランス語あるいは漢宇を教授言語としたこと

･西洋の民権思想に関する中国語訳の書籍を揃えたこと

･教育､財政､宣伝､著作などの部門が設匿され､知識人による各地遊説､書籍の翻訳･印刷など､学校

外でもさかんに大衆啓蒙運動を行った33.

　このように同学校の活動方針は､ベトナム社会の隨習を廃し､西洋文明･科学を自発的

に取り入れることによって近代化を図ろうとする穏健なものであったが､学生たちはやが

て､愚民政策をとり続ける総督府に対して不満を強くし､東遊運動と遵動して次第に過激

化していった｡当初は同校の活動を容認していた総督府は､ついに1908年1月閉鎖を命じ､

チンを初め指導者の多《は逮捕･投獄されたのである｡

　こうした情勢において､ボー総督が1907年H月にインドシナ大学を設立したのは､ベ

トナム人の海外留学を防ぎ､同時に東京義塾が先鋭化するのを牽制するという目的があっ

たことが多くの研究者によって指摘されている34.インドシナ大学は総督府の威信であり､

偉大なるフランス文明の象微であり､｢愚民政策｣への批判を強めるペトナム知識人に対す

る懐柔装置であった35.ボーは一方で東遊運動や東京義塾に対して容赦なく弾圧を加えな

がら､片方では現地人の最高学府としてインドシナ大学を設立し､いわぱアメとムチを巧

妙に使い分けたのである｡

　こうした一連の弾圧によって世情は騒然となり､1908年6月にはハノイのフランス人守

備隊に投毒事件が起きるなどテロ事件が続発した｡在住フランス人は新任総督クロプコウ

31　　｢東京義塾』という名称は､チンが1906年ファン･ポイ･チャウを訪ねて来日した際､日本の慶息

義塾から着想を得たと言われている｡Doan　viel　Hoat,op｡cH｡10,pp｡49-50.

3　2　Nguyen　Hjen　Le　(1968),加刀g釘刀力洵力ja勁びc(『東京義塾』),La　Boi　p｡44,

33東京義塾に触発されて､ハノイ近郊では｢梅林義塾｣(Mai　Lam　Nghia　Thuc)など､同種の学校が設立

された｡いずれも東京義塾と同時期に閉鎖を命じられている｡

34　vu　Tam　lch(1959),j4厨釘∂r/ca7釦ryey　a/'叙即al/o郭丿狗ye/o肆e肘sj刀yje/刀紹,Ph｡Dレlhesis,

of　universi　ly　of　Kenlucky,　p｡76など｡
35実際にはインドシナ大学は本国の大学をモデルにしたわけではなかった｡r本国の大学における四学

部(法､文､理､医)を紅河の堤防を越えて持ってくることなど不可能である｡JHoa　Phuong　Tran,　op｡cit.26,

p,　58,　(Gouvememe刎General　de　l'lndochine　(19肺),々漬･!J陥心zzzひ向4a&/'び肪'e�rど&/'加かd細ら

Djredon　de　PlnstructionPubliqueからの引用)
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スキーに毅然たる措置を取るように要求した36.クロブコウスキーはその短い在任中､反

乱の鎮圧に忙殺され続けたが､1908年9月に突如行われたインドシナ大学の閉鎖は､彼が

いくつか実施した治安対策の一つであった｡反仏運動には日本からの帰国留学生や東京義

塾が関わったことは疑いないが､設立されたばかりのインドシナ大学の学生が参加したか

どうかは定かではない37.むしろ､総督府には｢植民地教育が民族主義をかき立てるなら

ば､いつでも(現地人の手から)これを取り上げるつもりである｣38(カッコ内筆者)と

いう｢見せしめ｣としての政洽意図が含まれていたと考えられる｡

　つまり､仏領インドシナ大学の設立は､東京義塾や束遊運動などベトナム知識人の高等

教育運動に対する懐柔政策の―聚として行われたのであり､わずか1年後の閉鎖措置は､

反植民地テロの勃発に対する一種の報復であったと考えられる｡インドシナ総督職がボー

からクロプコウスキーに交替したことも影響して､総督府の高等教育政策は振り子のよう

に変化したのである｡

2-2　再開と拡張(1918年)

　こうしていったん閉鎖されたインドシナ大学であったが､協同政策を推し進めるサロー

総督の手によって再開された｡1　9　1　8　年4月28日の再開式典には､傀儡化されていた睨朝

からもカイディン帝も来賓として出席した｡教育局長コニャック(Cognacq)はその記念演

説において､｢この大学の主たる目的は､学生に実用的技能を教えることである｡(中略)

研究室にこもる学者や無用な思想家を養成することではない｣39と述べている｡このこと

は､インドシナ大学がフランス本国の大学とはまった《異なる使命を持っていたことを意

味する｡インドシナ大学は植民地政府の利益を満たすための存在であった｡

　1908年の大学閉鎖から約10年が経ち､高等教育を志す現地人の多《は､私費でフラン

スに留学するようになっていた4o｡留学生の中にはヨーロッパの左翼思想に染まり､無政

府主義や半植民地主義の運動に加わる者も少なくなく､植民地当局にとっては治安維持の

障害であった｡サローは｢どうしてインドシナで教育を受けないのかと(留学生に)聞け

ぱ､植民地当局がまともな教育機会を与えないからだと言う｡私がベトナム人のために仏

越リセや高等教育機関を設けたのは､彼らに二度と同じことを言わせないためであり､イ

ンドシナから説出させないようにするためである｣41(カッコ内筆者)と述べている｡サ

36 太平洋協會編(1940)『佛領印度支那　政治･経済』河出書房､36頁｡
3　7　Doan　viet　Hoat,　0p｡cit.10,pp.　64-66.

38　Ju】es　Harmand　(1908),“LeProb】ame　de　Plnstruction　Publique　en　lndochine",　j恥四e戸θ/ffl卵e　el　Zjl&ajだ,
p.615,

39ぬl玲ng(南風),no｡11,1　9　1　8,　p.272.(『痢風』は､クオック･グーと漢宇による泗刊雑誌)

4o　l930年には547人のベトナム人学生がパリで学んでいたという｡Ke目y(1975),杓･邸c∂一町哨7紹邸e

∫励卯7s,J夕埓/a/タ弑Plh,　D,lhesis　of　lhe　unj,versHy　of　Wjsconsin-Madison,　pp,9-12.1930年代
初頚にはフランス全土に1500人以上のベトナム人留学生がいたという｡D｡G｡Marr(1981),y/,,凶,肘g

む･昶μj卯卯7Tj‘j47　7鎔7-/タ仏Unjv｡of　Cal､lfornja　Press,　p｡40.

4JNguyenvan　Y　(1970),“Nen　Giao　Duc･　viet　Nam　Duoi　Thoi　Phap　Thuoc"(｢仏領期のベトナム教育｣),
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ローはベトナム人の海外留学を厳しく取り締まり､インドシナ大学の名称を復活しただけ

でなく､実質が伴うように法政学校､師範学校､農林学校､獣医学校などを次々と設立し､

大学の傘下に置いた｡同時に､阪朝によって形式的に続けられていた科挙試験を全廃し42､

現地人にとっての高等教育機会は拡張されたインドシナ大学のみに一本化したのである｡

　この時期､ヨーロッパでは第一次世界大戦が勃発し､インドシナからは約5万人の兵士､

5万人の労働者がヨーロッパの戦場に送り込まれた｡また､総督府は巨額の戦時公債を強

制的に現地人に売りつけ､30万トン以上の食糧が運び出された｡現地人への牒税負担は戦

前よりもはるかに重くなり､インドシナのあらゆる資源を総動員した総督府は､現地人ヘ

の宥和政策として､教育機会や政治参加の拡大を約束せざるを得なくなった43｡一連の高

等教育機関の拡充には､こうした1910年代の政治背景が大き《影響している｡しかしその

サローですら､フランスには弱者を保護する権利があり､植民地支配は正当であるとの姿

勢は一貫していた44.彼にとっての協同主義とは､とりもなおさず現地人からの反発を最

小限に抑え､効率的な植民地経営を行うための戦術であった｡第一次世界大戦が終わると､

インドシナの産業開発は本格化し､インドシナ大学の卒業生はその最前線に配厦されてい

ったのである｡

2-3　停滞~縮小(1920年代~1930年代半ぱ)

　1920年代から30年代前半にかけて､インドシナ大学は多くの高等教育機関を傘下にお

さめるようになった｡この時期は第一次大戦後の復興期にあたり､世界的にも好況が続き､

総督府の財政安定化に伴い､インドシナ櫨民地教育も安定的に発展することが期待された｡

　ところが実際にはそうはならなかった｡1920年代の総督メルラン(在任期間:1923年

~1925年)は､地方分権路線に基づき､総督府の予算の多くを遵邦各邦への補助金に充て

た｡世界的に好景気の時代であったにもかかわらず､総督府の財政は遜迫度を増した45.

このため､教育分野では遵邦各邦が管轄する初級･初等学校の普及に主眼が置かれ､総督

府直轄だった高等教育の優先順位はむしろ低下することになった｡実際に､1920年代を通

6･ja∂加r梅卯むj朋,no｡37,p｡7.

42トンキンでは19】5年､アンナンでは1919年に廃止された｡すでにベトナム知識人も科挙試験の弊害

を自覚し､その廃止と新しい高等教育機関の設立を植民地当局に訴えていた｡Nhu　Duc　Duong,　op.ciL2,

p.182,

43片倉穣･吉沢南(1977)｢ベトナム概史｣アジア･アフリカ研究所編『ベトナム:上　自然･歴史･文

化』水曜社､120-122頁｡この状況を､1981年のベトナムの高校歴史教科書は次のように配述している｡

　｢政治の面では､革命運動を弾圧するのと並行して､彼ら=(櫨民地当局)は若干のベトナム人に高級で専

門的な職務を与え､地主､資本家､官僚などを集めた多くの組織を作った｡さらに総督アルベール･サロ

ーは甘い言葉をふりまき､戦後になったらおおいに改革すると約束した｡文化教育の面では､科挙制が廃

止され､青年たちが海外留学に出るのを抑え､彼らを吸収しようとして､大学をもふくめた多くの学校を

増設した｡｣(カッコ内筆者)吉沢南･古田元夫編釈(1985)『世界の教科書:歴史　ベトナム2Jほるぷ出

版､46頁(眼著は石d釦,Nha　xua{Ban　Giao　Duc)｡
4.4　Doan　v-Le{}{oれ,op,cjl｡10,pぃ69.

45太平洋協會纏レ前掲書36､41頁｡
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じて大学の教師数は減少し､学生数も停滞している(これについては後で詳述する)｡さら

に彼は､インドシナ大学の名称を仏鎖｢ハノイ大学｣(民主共和国のハノイ大学とは別組織)

という､より限定的な名称に変更した｡高等教育の拡充に一定の圧力をかけつつ､バカロ

レアを取得した現地人やインドシナ大学卒業生の多くに対してフランス留学の奨学金を与

えるという､サローとは正反対の政策をとったのである46.総督府の政治方針は､このよ

うに総督個人の信条･主義によって大きく左右されるという特微があった｡

　さらに､1930年代に入って大きな転機が訪れた｡当時の総督ロバン(在任期間:1934

年~1936年)は､ハノイ大学傘下の諸学校が総督府予算を圧迫していると指摘し､1934

年に医薬学校と法政学校のみをハノイ大学とし､師範学校はそれに準じる地位を与え､残

りの諸学校を実業学校扱いとして格下げする措置をとった47｡さらに､これと前後して､

多くの高等教育機関が閉鎖されるという事態が生じた｡閉鎖された学校は､商業学校(1932

年)､土木学校(1934年)､師範学校(1935年)､農林学校(1935年)､獣医学校(1935年)

などであり､存続したのはわずかに医薬学校､法政学校､美術学校のみであった｡多《の

研究者は､その理由として1929年に発生した大恐慌が数年遅れで本国フランスやインドシ

ナに波及し､総督府が財政難に陥ったことを指摘している48.たしかに､当時大学を樹成

した学校の多くが¥生数100人玖下と小規模であったことを考えれぱ､いわゆる｢規模の

経済｣という点からは高コスト体質であったかもしれない49.そうであったとしても､同

時期に仏人リセから現地人生徒を排除する一方で､常に少数のフランス人学生が在籍した

医薬学校をそのまま存続させたことを考えると､教育分野における緊縮方針が､真っ先に

現地人教育に向けられたことが推察されるのである｡

2-4　一時的宥和から崩壊へ(1930年代後半~40年代前半)

　ところが30年代後半､プレヴィエ総督(Jules　Br6vi6　:　在任期間1936年~39年)､カト

ルー総督(Georges　Catroux　:　在任期間1939年`40年)ヽデコー総督(Jean　Decoux　:　在任期

間1940年~45年)の時代になると､いったんは閉鎖された農林学校､土木学校､獣医学

校などが実業学校として再開され､41年にはハノイ大学の傘下に理学部も新設されている｡

加えて､これらの学校の在籍者数も30年代後半からは急激に増加している5o｡これはど

4　6,
Doan　viel　Hoat,　op｡cH｡10,p.78-80.

47　DHto,　p｡81.のちに美術学校もハノイ大学の一部として編入された｡

48たとえぱ､lbFd,およぴGaH　P.　Ke目y(1975),みaz,ca-りむ脂lむe5d㈲/ぶ,/釘SI∂jタ試Ph｡D｡

lhesis　of　the　universi　ty　of　Wisconsin-Madison,　p｡70など｡
49ただレ1930年の総督府教育予算をみると､インドシナ大学の予算45万4500ピアストル(8校分の

予算および大学管理費､物理化学実験所予算を含む)に対し､仏人リセのアルベール･サロー校とシャス

ループ･ローバ校の2校だけで73万6800ピアストルに達しており､在佳フランス人の教育は相対的に優

遇されていた｡畜祷總督府官房外事課編(1932)『南洋年鑑　第二回版』南洋協會畜稗支部､61頁｡厭典

は､廟u面｡狛心向ae心/7,!必d加e(インドシナ統計年鑑)｡この両リセに対して､総督府は1933年に
ベトナム人生徒を排除して強制的に生徒数を減らす措奮を行っている｡

so高等教育機関の在籍者数は､1934-35年は528人であったが､38-39年は730人､43-44年はj,239

人に増加している｡
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ういう理由によるのであろうか｡

　この時期の東アジアでは､日中戦争の戦線南下に伴い､インドシナヘの軍事的脅威が高

まりつつあった｡本国フランスもナチスドイツの脅威にさらされており､1940年にはフラ

ンスはドイツ軍に降伏し第三共和政は崩壊､いわゆる対独協調のビシー体制が発足した｡

日本軍は即座にこれに対応し､同年仏印進駐に着手した｡植民地内部ではホーチミンによ

る革命運動も活発化していた｡このように､30年代後半からの仏領インドシナは内憂外患

によって体制崩壊の危機に陥っていた｡進駐した日本軍が反仏賭勢力や睨朝などの伝統権

威を取り込んでアジア解放のイデオロギーを喧伝したのに対し､総督府は日本軍に協調す

る一方で現地人に対して懐柔的態度を取り､現地人の対仏感情の改善に懸命になった51.

いくつかの高等教育機関の再開や学生数増加は､そうした社会背景によるものと考えられ

る｡しかし､45年3月に日本軍のクーデターによって総督府は崩壊し52､同年8月の日本

降伏によって｢ベトナム独立同盟｣(ベトミン)が一斉蜂起し､9凋2日｢ベトナム民主共

和国｣の独立宣言へと時代は大きく旋回していくことになった｡

　このように､インドシナ大学-ハノイ大学は､日露戦争に触発された東遊遅動や東京酸

塾､第一次世界大戦､大恐慌､日本軍の進駐など､20世紀前半の国際的な政治変動に大き

な影饗を受け続けた｡総督府の高等教育政策は､時には統制･弾圧､時には宥和･懐柔ヘ

と振り子が揺れたが､植民地統治の政洽的道具として用いられた点では一貫していたとい

える｡

3.仏領インドシナ高等教育の特徴

3-1　存続形態･就学状況･カリキュラム

　次に､これまで観察してきた仏頼インドシナの商等教育の特微を整理してみたい｡図1

-5は各高等教育機関の存続形態をー覧にしたものである｡

　第1の特微は､ほとんどの学校が総督府のあるハノイに設置されたことである｡カンボ

ジアやラオスには域内の現地人行政官を養成するための学校が設立されたが､これらは各

保護国の管轄であり､連邦全体の高等教育機関としては扱われなかった｡これに対して､

ハノイは仏頷インドシナの実質的な首都として整備され､総督府直轄のもとに政洽･学術

の中心となったのである(経済の中心は貿易港を抱えたサイゴンであった)｡人口分布の上

でも､ハノイのあるトンキンはインドシナの他の地域と比べて特に桐密であり､この地に

51高田洋子=(1989)｢フランスが来た｡そして…　植民地時代のベトナム｣桜井由躬雄編『もっと知りた

いベトナムJ弘文堂､115-H7頁｡

52　1944年4月のフランス解放によって対独協調路線のピシー体制が崩壊すると､仏印進駐当時は友好的

であったインドシナ総督府･駐留フランス軍と日本軍との関係は次第に険悪になった｡次第に不利になり

つつある戦局を打開しようとレた日本軍は1945年3月にフランス軍を軍事制圧し､仏領インドシナは日

仏典同統治体制から日本軍政下に移行した｡しかし､この体制はわずか5ケ月で崩壊した｡
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総督府官術とともに高等教育機関を設徽することは､巡邦統治の上で効率が良かったと思

われる｡

図1-5:仏領インドシナ高等教育機関の変遷

年 医薬学校 法政学校 師範学校 農林学校 土木学校 獣医学校 商業学校 美術学校 理学部
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注:矢印は各学校の存続期間を表す｡同―学校で複数の矢印は､名称･組織変更が行われたことを示す｡

薄い網かけは｢インドシナ大学｣の傘下､濃い網かけは仏饌｢ハノイ大学｣の傘下にあることを示す｡
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実線の矢印は高等教育機関､波線の矢印は実業学校として扱われていたことを示す｡

出典:Le　van　Giang　et　aL(1985),op｡cit.9,pp｡296-322およびNhu　Duc　Duong　(1978),op､c

pp,176-207を参考に作成｡

表1-2:仏領インドシナ高等教育機関の教師数

医薬学校 法政学校 師範学校 農林学校 土木学校 獣医学校商業学校 美術学校 合計

1918-21年 22 23 17 15 12 5 14 未設置 108

1922-29年 21 12 16 15 28 10 34 17 153

1930-31年 23 13 10 15 24 7 29 17 138

1931-32年 19 15 8 12 16 7 29 10 1　16

1932-33年 22 8 17 14 11 8 閉鎖 16 96

1934-36年 22 6 閉鎖 閉鎖 閉鎖 閉鎖 閉鎖 16 44

1936-37年 22 6 閉鎖 閉鎖 閉鎖 閉鎖 閉鎖 i7 45

1937-38年 23 7 閉鎖 閉鎖 閉鎖 閉鎖 閉鎖 14 44

1938-39年 22 8 閉鎖 不明 不明 閉鎖 閉鎖 19 49

tl
ー 2

出典:Le　van　Giang　et　al｡,op.cit｡9,p.96.

備考:データはベトナム大学･中等職業教育研究院が算出したものを用いたが､合計数に誤りがあったの

で筆者が訂正した｡

表1-3:仏頗インドシナ高等教育機関の就学者数

医薬学校 法政学校 師範学校 農林学校 土木学校 獣医学校 商業学校美術学校 理学部 合計

1918-19年 150 122 34 18 82 32 未設置 未殴置 未設置 438

1922-23年 106 51 41 45 104 34 35 未設置 未設置 416

1926-27年 89 34 75 20 70 30 50 26 未設置 394

1930-3L年 217 17 33 40 86 32 52 75 未設置 552

1934-35年 226 235 閉鎖 閉鎖 閉鎖 閉鎖 閉鎖 67 未設置 528

1938-39年 218 329 閉鎖 52 20 閉鎖 閉鎖 IH 米穀置 730

1943-44年 353 300 閉鎖 75 78 46 閉鎖 132 275 1,259

出典:Le　゛val　Giang　ei　al,,op｡cH｡9･,p,.97,pj㈲
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備考:表I-2と同じ｡

表1-4-1:仏領インドシナ高等教育就学者の出身地(1925年)

医薬学校 法政学校 師範学校 農林学校 土木学校 獣医学校 商業学校 合計

トンキン 38 19 29 20 40 10 12 168

アンナン 9 6 13 8 18 5 9 68

コーチシナ 26 14 12 8 28 4 22 114

カンボジア 3 I 4 1 3 12

ラオス 3 11 1 I 16

中国 7 1 2 10

フランス 2 9 11

合計 88 50 56 36 91 21 57 399

出典:　Le　Van　Giang　et　al｡,op｡cit.9,p｡98.

備考:表1-2と同じ｡美術学校は1925年に殷立されたが､本表には含まれていない｡

表1-4-2:仏領インドシナ高等教育就学者の出身地(1929年)

医薬学校 法政学校 師範学校 農林学校 土木学校 獣医学校 商業学校 美術学校 合計

トンキン 74 20 27 24 45 22 35 5】 298

アンナン 3 1 1 1 6

コーチシナ 32 1 4 8 37 2 6 8 98

カンボジア 36 3 14 4 11 6 2 8 84

ラオス 5 2 7

中国 2 1 5 8

フランス 14 1 15

合計 166 24 46 36 93 32 46 73 516

出典:畜舞總督府官房外事諜編(1932)『南洋年鑑　第二回版』甫洋協會畜舞支部､60頁｡原典は､沁lnu泗

加励4z4e&/'加か油屠e(インドシナ統計年鑑)｡

備考:合計数に誤りがあったので筆者が訂正した｡
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　第2の特微は､名称変更､改組､閉鎖､得開など､学校運営が常に不安定な状態に置か

れていたことである｡設立時期は多様であるが､多《の学校は1910年代後半から20年代

前半の時期､つまり第一次世界大戦の末期から終戦後にかけて設立され､その多《が30

年代半ばに閉鎖されている｡師範学校､農林学校､土木学校､獣医学校､商業学校などは

約10年~20年間存在したにすぎない｡また､法政学校は4回､医薬学校は2回名称を変

更し､30年代後半に再開された諸学校はいずれも以前の名称を変更している｡こうした事

実は､総督府に一貫した高等教育方針が存在せず､総督や教育局長が交替するたびに政策

変更が繰り返されてきたことを示している｡

　第3の特微は､各高等教育機関の総和が必ずしも｢インドシナ大学｣あるいは｢仏領ハ

ノイ大学｣ではないことである｡1907年にインドシナ大学が発足した時､すでに整備され

ていた高等教育機関は医学校のみであり､大学としての実質は伴っていなかった｡1　9　1　8　年

の再開から34年の再編までは､インドシナ大学-ハノイ大学は各高等教育機関の遵合体で

あったが､34年以降は医薬と法政のみ､のちに美術(1938年)､.理(1941年)が加わった

4学部のみに限定されている｡Hoat(1971,p.97)はその理由を､水準の低かった多くの学

校を切り離すことにより､残された学校(医薬､法政)を真に大学教育に値する水準に高

めようとする措置であったと説明しているが53､なぜ後になって美術学校が編入されたの

かなど､不明な点も多い｡

　第4の特微は､教師数や就学者数についてみる限り､いずれの高等教育機関も小規模だ

ったことである｡表1-2によれぱ､各学校の教師数は30人を上回ることはほとんどなく､

むしろ全教師数は1920年代をピークに減少傾向にあった｡1930年代半ぱ以降は､多くの

学校が閉鎖されたことに伴い､20年代の3分の1程度に減っている｡ただし､医薬学校と

美術学校のみは例外であり､教師数はほぽ維持されている｡

　―方､学生数は学校によって増減が大きい(表1-3)｡30年代前半まで､医薬学校以

外はいずれの学校も学生数は小規模であった｡ところが30年代半ぱを境に､存続した医薬

学校､法政学校､美術学校の学生数は大幅に増加している｡さらに30年代後半からいくつ

かの学校が再開･新設されたこともあり､全体の就学者数は増加傾向を示している｡特に

40年代に入ってからの増加は著しい｡全時期を通してみると､高等教育の全就学者数は500

人`1,000人程度であり､インドシナ大学-ハノイ大学が小規模の学校の連合体であった

ことがわかる｡

　第5の特微は､教師のほとんどはフランス人に独占され､学生のほとんどは現地人であ

ったことである.たとえぱ､1939-40年のハノイ大学便覧によれぱ､教師陣の中に現地人

と見受けられるのは､美術学校に2人(いずれもベトナム人)を数えるのみであった54.

53

,54

Doan　Vjet　Hoat,　op,　cH,　10,p,97.

F｡R｡Giraud&Bul　Ngo　Hien,　op｡cit,3,pj0,pp｡25-26,p｡i13
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一方､学生の中にフランス人はごく少数であり､それも医薬学校と商業学校に限られてい

た(表1-4-1､表1-4-2)｡すべての高等教育機関において教授用語はフランス語

で統一されていたので､いわば｢フランス人教師が､現地人学生を､フランス語で教える｣

という構図が一般化していたのである｡

　この表からわかる通り､現地人学生の大部分はベトナム人であった｡全学生に占めるベ

トナム出身者の割合は､1925年は87.7%､1929年は77.9%と約8割前後を占めている｡

カンボジアやラオス出身の学生は少数である｡当時の人口比においてもベトナム3邦はイ

ンドシナ全体の約8割を占めており､学生比はこれをほぽ反映する形になっている｡特に､

ハノイのあるトンキン(ベトナム北部)出身の学生が非常に多い｡トンキンの人口が多か

ったことに加え､地理的アクセスの点で他地域よりも有利であったことは間違いないであ

ろう｡

　第6の特微は､各学校のカリキュラムはフランス本国およびヨーロッパに関する内容が

中心であったことである｡特に人文･社会科学系においてその体質は濃厚であった｡たと

えぱ､1939-40年における法政学校のカリキュラムは次のようになっていた55.

1年次 ローマ法

フランス民法

政治経済

フランス法制史

フランス憲法

(2セメスター､以下略)　2年次　フランス民法

(2)　　　　　　　　　　　　　　　フランス行政法

(2)　　　　　　　　　　　　　　　フランス刑法

(1)　　　　　　　　　　　　　　　政治経済

(1)　　　　　　　　　　　　　　　ローマ法

3年次必修　フランス民法　　(2)

　　　　　　商法　　　　　　(2)

　　　　　　国際民法　　　　(1)

　　　　　　民事訴訟法　　　(1)

　　　　　　財政法　　　　　(1)

　　　　　　インドシナ植民地法制(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

3年次選択　　極東法制　　　　(1)

　　　　　　　国際公法　　　　(1)

　　　　　　　海事･河川法　　(1)

(以上の3科目のうち1つを選択)

　上記の1セメスターは授業30回分にあたる｡ここからわかる通り､授業科目の大部分は

フランス･ヨーロッパの法律制度に関するものである｡科目名から判断する限りでは､ベ

トナム･インドシナおよびアジアに関する授業は､わずかに3年次の｢インドシナ植民地

法制｣および選択科目｢極東法制｣のみであり､これは3年間の全27セメスターのうちわ

ずか3セメスター分にすぎない｡法政学校のカリキュラムは､実質的にはフランス･ヨー

55　DiHo‘,　pp,j　l-1　2.
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ロッパの法律に関する専門家を養成する内容となっていたのである｡

　また､Tran(1999,pp.74-75)は1925年における師範学校のカリキュラムを調べている｡

これによると､1週間の授業時間数に占めるベトナムもしくはインドシナに関する科目の

割合は､1年次:1/9.5(インドシナ史)､2年次:2/11.5(ベトナム語･文学1､インド

シナ史1)､3年次:3/12.5(ベトナム語･文学2､インドシナ史1)にすぎなかった｡主

たる授業は､フランス語､フランス語教授法､フランス史､フランス地理などであった56.

このようなカリキュラムを履修した現地人学生の多《が仏越高等小学校の教師となり､後

進の教育にあたったのである｡

3-2　フランス本国との比較

　次に､仏領インドシナの高等教育システムを､フランス本国､インドシナ以外の仏領植

民地､日本植民地下の台湾や朝鮮半島における高等教育システムと比較してみたい｡

　よ《知られているように､フランスの高等教育は､中世大学以来の伝統を有する大学と､

官僚および各種専門家を養成する｢グラン･ゼコール｣の二本柱で構成されている｡いず

れもほとんどが国立機関であるが､各大学には多くの学生が在籍し､反対にグラン･ゼコ

ールでは少人数制による徹底したエリート教育が行われてきた｡入学基準については､大

学がバカロレア(大学入学資格)取得者には門戸を開放しているのに対し､グラン･ゼコ

ールではバカロレアを取得後､リセに附殷されたグラン･ゼコール準備級で数年の準備教

育を受け､さらに各グラン･ゼコールの入学試験に合格しなければならない｡就職条件な

ど社会的威信については､グラン･ゼコールの方が大学よりも高い評価が与えられている｡

一方､学位授与権は大学だけが持っているので､学者や研究者､医者､法律家などの国家

資格を必要とする職業を目指す者は大学を志望することになる｡この二元システムとバ力

ロレアの制度は200年ほど前のナポレオン帝政期に整備され､仏領インドシナが形成さ

れた時期にはすでに定着していた57.

　これに対し､インドシナの高等教育すなわちインドシナ大学は､基本的には櫨民地下級

官吏を養成するための職業教育機関であり58､各学校と就職先は明確な対応関係があった｡

ただし､1930年代半ぱ以降､ハノイ大学として再編成された医薬学校と法政学校のみは別

格の扱いを受けるようになった｡当時の各高等教育機関の教育水準は低かったので､総督

府は大学としての称号を上記2校だけに限定する方針を取った｡こうして､1933年には医

薬学校本科､i943年にはハノイ大学法学部の卒業学位はパリのアカデミーによって認定さ

れ､本国の資格と同等として認められるようになった59.つまり､インドシナの高等教育

56

57

Hoa　Phuong　Tran,　0p.c江26,pp｡74-75.

グラン･ゼコールの起源と発展については､柏倉康夫(1996)『エリートのつくり方-グランド･ゼコ

-ルの社会学』ちくま新書､204頁に詳しい｡
58　Ke目y,0p｡cit.48,p｡7L

s　9　Doan　Viel　Hoal,　op.　cH｡　10,p.　83,
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は職業教育機関として出発しながらも､医薬学校と法政学校はハノイ大学の傘下において

プロフェッショナルスクール化が図られ､残りの諸学校は廃止されるか､格下の実業学校

扱いにされるという､いわぱ二極化の方向をたどったのである｡

　入学資格については､1924年までは高等小学校の卒業資格があれば高等教育機関への入

学が可能であったが､30年代半ぱ以降は､賑薬学校と法政学校では現地バカロレアを取得

し､さらに個別の入学試験に合格することが必要となった｡ただし､他の学校では現地バ

カロレアの取得だけで入学できるところが多《､土木学校など､一定の卒業資格がなくて

も入学することができる学校もあった｡つまり､インドシナ高等教育の入学基準は各学校

によって多様であり､統一されることはなかった｡

　また､社会階層意識が伝統的に根強いフランスでは､今世紀前半においては高等教育ヘ

の進学はプルジョワおよび中間層の子女に限られたが､この点についてはインドシナにお

いても同様の傾向がみられた｡リセおよび高等教育は一握りの地主･都市富裕層だけに限

られた特権的存在であった6o｡前節でみたように､すでに高等小学校の段階で就学人口の

大部分が説落しているのである｡

　ただし､卒業後の待遇はフランスとインドシナでは大き《異なる｡グラン･ゼコールの

卒業生には就職当初から大学卒よりもはるかに高い給料が支払われ､､フランス政治･経済

の枢機に関わるポストヘの昇進機会が与えられてきた6　1｡　これに対し､職業教育機関にす

ぎなかったインドシナ高等教育は､その卒業生に植民地下級官吏およぴフランス人の補助

役としての役割を課してきた｡現地人がフランス人上司の地位を脅かすことは許されず､

このことは現地人の進学･勤労意欲を阻害し､反仏運動へと駆り立てることにもなった｡

　このように､インドシナには､フランス本国のような二元的な高等教育システムは存在

しなかった｡インドシナの高等教育は､グラン･ゼコールのように卒業後に栄達が望める

ものではなく､本国の大学のように多彩な研究活動を行うわけでもなかった｡わずかに､

1930年代半ぱ以降､医薬学校と法政学校に若干の学術的ステイタスが与えられたが､大学

の伝統的な中核部分としてのりベラルアーツ(いわゆる文理学部)の整備は進まなかった｡

つまるところ､インドシナ大学は職業学校の連合体にすぎなかった｡後身の仏領ハノイ大

学では､最終的に医､法､美術､理などの学部が創設されたが､こうした動きがみられた

のは仏領インドシナ体制が崩壊する直前のわずか数年間のことであった｡最終的には､仏

領ハノイ大学は近代大学として十分に整備されることなく解体を迎えた｡それでも､世界

中に点在した仏領櫨民地の中では､現地人用の教育システムが初尊教育から高等教育まで

一通り整備されたという点で､インドシナは珍しいケースであった62.

60 法政学校に3年間通うのにかかる諸費用は､現地人官吏の年間給与に相当したという｡Hoa　Phuong

TraJI,op｡dl.26,p,80.

61柏倉康夫､前揚書57､190-196頁｡本間政雄J(]999)｢第3章　フランス｣r高等教育研究紀要:高等

教育ユニバーサル化の衝撃I,』高等教育研究所､43頁｡

62　KeHyは仏饌西アフリカ(現在のセネガル､ギニア､マリなどフランス曙圈8力国)と仏領インドシ
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3-3　日本植民地(台湾､朝鮮)との比較

　20世紀前半､フランスと同様に『同化主義｣を基本理念として植民地統治を行った典型

としては､日本の台湾統袖(1895~1945年)と朝鮮統治(1　9　1　0　~1945年)が挙,げられる｡日

本は台北と京城(現在のソウル)に総督府を置き､いわゆる｢一視同仁｣の理念に基づい

て両植民地の教育体系を整備した｡それはインドシナと同様に､統治される側の民力を高

めることよりも､統治する側の政洽的戦賂に沿った現地人の養成を主眼としたものであっ

た｡周知のように､植民地の最高学府として台湾には台北帝国大学(1928年)が､朝鮮半

島には京城帝国大学(1924年)が設立され､これに準ずる存在として各種の官立専門学校

　(ただし朝鮮の専門学校は中等教育扱い)が設立された｡これらの教育機関が､インドシ

ナの高等教育とどのような共通点､相違点がみられるのか､比較検討したい｡

　まず相違点から考察しよう｡

　第1に､学生の構成が大きく異なる｡インドシナの高等教育は完全に現地人用に作られ

たのであり､仏人用リセにおいてみられたような､在住フランス人と現地人の競合関係は

存在しなかった｡高等教育機関のほとんどの学生は現地人で､その大多数はペトナム人で

あった｡インドシナ在住フランス人にとっての高等教育機会とは､すなわち本国に帰還す

ることを意味した｡反対に､京城帝大や台北帝大ではむしろ日本人学生の方が多かった｡

京城帝大では時代が下るにつれて朝鮮人学生の比率が高まったが､それでも日本人学生数

を上回ることは一度もなかった63.台北ではその傾向はさらに強《､日本人の卒業生数は

台北帝大で約8割､専門学校で約6割に達していた64.しかも､その相当数は植民地在住

者ではなく､入学のために日本からやってきた在内地日本人であった｡日本人学生にとっ

て京城･台北の両帝国大学の設立は､本国帝国大学の水平的延長であり､受験候補校の拡

大を意味した｡インドシナの高等教育機関がほぽ現地人専用の学校であったことはこれと

対照的である｡

　第2の相違点は､インドシナ大学一仏領ハノイ大学の方が､京城･台北の両帝国大学よ

りも教師陣がはるかに少なかったことである｡日本植民地の両帝国大学は､いずれも100

ナの教育比較を行っている｡フランス本国の9倍の面積と1800万人(1951年)の人ロを擁する地域には､

初等教育以外は､わずかな数の高等小学校と唯一の師範学校(ダカールにあるウィリアム･ポンティ学校)
が設置されたのみであった｡これらの学校では教授用語はすぺてフランス語であり､教育内容はフランス

語会話が中心であった,現地民の賭言雁が書法を持たなかったこと､小部族ごとに言雁が異なり､統-し

た現地語教育が不可能であったことなどが主な理由である｡なお､リセの就学機会はフランス人子女に限

られ､インドシナのような現地人専用リセ､および高等教育機関は存在しなかった｡Gail　P.Kelly(1984),
“Colonia目sm,lndigenous　Society,　and　Scho(}1　PracHces;　French　West　Africa　and　lndochjna,

1918-1938'≒PhHip　G｡ALtbach&GaH　P｡Kelly　edil.,£面cむj朗脂幻加a/卯ja7£印肘治7ごe(second

revised　version),TransacUon　Books｡　pp｡9-32.

6　3　1929-　42　年の卒業生総計によると､日本人は66.0%､朝鮮人は34.0%であった｡馬越徹(1995)『韓
国近代大学の成立と展開一大学モデルの伝播研究-』名古屋大学出版会､134頁｡

64呉文星ほか(1993)『台湾における高等教育の発展JP｡G｡アルトバック､V.セルバラトナム編(馬越徹･

大塚豊監釈)rアジアの大学一従属から自立へ』玉川大学出版部､353頁｡
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前後の講座数と300人余りの教師陣を擁したのに対し65､インドシナ大学時代の教師数は

最も多かった時期で150人余り､傘下の学校が削減されたハノイ大学時代には､50人弱で

あった｡同時期の教師数だけを単純比較すると､ハノイ大学は京城･台北の両帝国大学の

6分の1以下であった｡

　第3の相違点は､朝鮮･台湾においては帝国大学と専門学校は別個の存在であったが､

インドシナ大学は各高等教育機関の連合体であったことである｡1930年代半ば以降､その

後身のハノイ大学は､医薬､法政､美術､理の各学校のみを指すようになったが､これは

以前から存在した高等教育機関の再編成にすぎない｡朝鮮･台湾の場合､帝国大学は既存

の専門学校とは別に､本国の帝国大学令に基づき新規に設立され､植民地で唯一の学位授

与権を持ち､ゆえに専門学校とは別格の存在として位置づけられた｡両帝国大学には予備

段階として予科や高等学校(旧制､台湾のみ)が設置され､これらは教育段階としては専

門学校とほぽ同格であった｡ゆえに帝国大学の専門課程が別格扱いとなったのである｡ハ

ノイ大学の場合は､こうした専用の予科牒程が存在せず､仏越リセあるいは仏人リセにお

いてパカロレアを取得すれぱ入学資格を満たすことができた｡その点では､30年代に大学

から排除された他の諸学校と､教育段階としては同格であった｡

　以上のような相違はあるが､多《の共通点も指摘できる｡

　第1は､高等教育制度の整備が､植民地統洽が軌道に乗り出して､当初の武力に依存し

た統治から文官による民政重視に移行する時期に行われたことである｡インドシナでは20

世紀に入って協同主義の理念を掲げた総督が登場した時に高等教育が整備された｡同様に､

朝鮮半島や台湾においても1920年代を迎えて､ようやく植民地経営が安定するとともに現

地の民族ナショナリズムが高揚し(1919年の三･一独立運動など)､それまでの武断主義

から文洽主義へと方針転換せざるを得なくなった際の統洽手段として高等教育が整備され

たのである｡したがって､植民地の成立から大学の設立までは､いずれも10数年~30年

程度のタイムラグがあり､その間に各種教育令や初等･中等教育の整備､専門学校の設立

が行われたという点が共通している｡インドシナ大学が1907年に設立された時点ではイン

ドシナの教育システムは未成熟な状態にあり､むしろその発展は10年後のサロー総督のイ

ニシアチブによるところが大きい｡

　第2は､総督府による｢大学｣の設立が､現地人の手による高等教育二ーズを緩衝する

ための政治的手段として行われたことである｡インドシナ大学は東遊運動や束京義塾など

の教育ナショナリズムが先鋭化する中で設立されている｡10年後の再開措置は､第一次大

戦後におけるサロー総督の宥和政策の一環であった｡朝鮮半島においても､1920年代前半

に朝鮮人の手による民立大学設立運動が高まりをみせ､総督府はこれを阻止する手段とし

6s馬越徹､前掲書63､1　27　頁｡京城帝大のデータは1942年､台北帝大のデータは1943年｡
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て帝国大学の設置を急いだという指摘がなされている66.馬越徹によれば､｢帝国大学｣

という名称には､｢最高学府を建設することにより植民地統治による文化尊重を内外に強調

するシンボル効果､他方においては植民地の最高エリートは体制内化されなけれぱならな

いとする｣67メタファーが込められていた｡いずれも､｢大学｣は1校ずつ(インドシナ

大学一仏領ハノイ大学､京城帝国大学､台北帝国大学)しか設立されなかったことは､そ

のシンボル性を端的に示していると思われる｡

　第3は､高等教育の教授言語が宗主国言語で統一されたことである｡インドシナでは､

在住フランス人用の学校体系と現地人用の仏越学校体系の二系統が存在したが､現地人用

の最初の3年間(初級学校)を除いて､すべての教育段階において教授言語はフランス語

であった｡朝鮮半島ではインドシナと同様に､在住宗主国人(日本人)用と現地人(朝鮮

人)用に2種類の教育体系が形成されたが､両ストリームの頂点に立つ京城帝国大学と官

立専門学校では､日本語による教育が行われた｡清国からの割譲植民地であった台湾の場

合､現地人と日本人は同一の教育体系で学んだので､日本語による教育は朝鮮よりも早《

から徹底しており､高等教育段階も日本語で統一されていた｡

　第4は､大学学部の拡充過程において共通の傾向がみられることである｡すでにみてき

たように､ハノイ大学は1934年に医薬学校と法政学校､1938年に美術学校､1941年に理

学部が加わるとともに前記諸学校が｢学部｣に改称された｡これに対し､京城帝国大学は

法文学部(1928年)と医学部(1928年)からスタートし､のちに理工学部(1941年)が増

設されている｡台北帝国大学は文政学部(1928年)からスタートし､医学部(1936年)､

理学部(1943年)､農学部(1943年)､工学部(1943年)の順に増設されている68｡この

ように､各植民地の最高学府は､西洋近代大学の基本形である文､理､法､医学部によっ

て構成された点でほぽ共通しているのである｡この傾向は､同時期に設立された日本本土

の帝国大学(九州帝国大学など)にもみられる｡

　第5は､最高学府である｢大学｣において､教師陣の大多数が宗主国人で占められてい

たことである｡前述したように､インドシナでは教師のほとんどはフランス人であった｡

1942年の京城帝大では､教授91人､助教授60人のすべて､およぴ助手80人のうち60人

が日本人であった｡　1943年,の台北帝国大学では､教授93人中92人､助教授66人のすベ

て､助手107人中76人が日本人であった69｡こうした教師陣によって､宗主国言語が教

授言語として用いられたのは当然の帰結であろう｡

　第6は､商等教育を修了した後も､就職･昇進の点で､現地人はフランス人や日本人か

ら差別を受け続けたことである｡前節で述べた通り､仏越リセにおける現地人教師の最高

66李星鎬(馬越徹訳)｢韓国における近代大学の登場JP.G｡アルトバック､V｡セルバラトナム編､前揚

書64､322頁｡

67馬越徹､前掲書63､104頁.｡

68同上､127頁｡

69同上､1割頁｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-75-



給はフランス人教師の最低給の約3分の1であった｡日本植民地においても同様で､仮に

役人として採用されても実質的な権阻は日本人に握られ､京城帝大卒の総督府朝鮮人官吏

の収入は､同格の日本人の半分であったという7o｡

　このように､ほぽ同時期に整備されたフランスと日本の植民地高等教育には､多少の相

違はあるものの､全体的かつ本質的には多くの類似点を見つけることができる｡

-7S　-

70
同上､!34頁｡



第3節　『フランス高等教育モデル』の受容と反応

　これまで､植民地時代のベトナムにおいて､フランスがどのような教育システムを作り

出したかを明らかにしてきた｡本節では､それらに対してベトナム人の側がどのような受

容と反応をみせたのについて考察したい｡植民地教育に関して､当局の意思に沿った方向

でベトナム人が反応を示した場合と､当局の意図に反した方向に反応した場合について､

それらが独立後のベトナムにどのような影響を与えたのかを考察することとする｡

1.フランス高等教育モデルの受容

　植民地当局の意向に添う形でベトナム人が示した反応としては､フランス語およびクオ

ック･グー普及への熱意､インドシナ行政･教育システムヘの主体的参加､宗主国フラン

スヘの留学などを挙げることができる｡

1-1　フランス語とクオック･グーの普及

　植民地教育がベトナムに及ぽした最大の影饗は､漢宇を頂点とする儒教社会の言語ヒエ

ラルキーが､フランス語とクオック･グーによる新しい言語ヒエラルキーに取って代わら

れたことであろう｡フランス語の学習機会は大衆のほとんどには無縁であったが､フラン

ス語を補完する存在として植民地当局が奨励したクオック･グーは､｢国語｣を意味するそ

の名の通り､ベトナム大衆の書法として急速に普及した｡結果的には､クオック･グーは

ベトナム近代ナショナリズムの形成に少なからぬ役割を果たすことになったのである｡

　植民地化される以前は､阪朝の正書法としては漢宇が用いられ､科挙試験を通じて知識

階層に共有されていたが､庶民の大多数は､話し言葉だけの世界で日常生活を営んでおり､

彼らにとって書法(漢宇)は外国語であった｡一方､ペトナムの疑似漢宇として発明され

たチュノムは､その習得に漢宇の知識を前提柴件としたため､一部知識人の間で文学作品

などに用いられただけで､民衆にはほとんど普及しなかった｡つまり､フランスに櫨民地

化されるまで､ベトナムには国民全体が共有できる書法は存在しなかったのである｡

　ベトナムを櫨民地化したフランスは､ベトナム人を新しい統治者であるフランスに帰順

させるため､その伝統的権威の源泉である漢学をいかに排除するかを検討した｡そこで､

17世紀にイエズス会宜教師が布教のために考案したベトナムロ易のローマ宇表記に着目

し､これをフランス語の補助言羅として用いることにしたのである｡岩月純一はその理由

について､｢クオックグーはフランス語と同じローマ字表記であり､フランス語習得の前提

となるローマ宇にペトナム人を慣れさせるのに都合がよ《､また逆にフランス人にとって
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もより管理･検閲が容易な書きことばだと見なされたのである｣1と指摘している｡

　学絞教育においては､仏越学校体系の入り口にあたる初級段階の教授用語としてクオッ

ク･グーが採用された｡Kellyは仏越学校の初級段階(3年制)とこれに続く初等段階(3

年制)における週あたりの授業時間を比較検討しているが､これによると､クオック･グ

ーとフランス語の授業時間､およびその他主要教科の週あたり授業時間は次の通りであっ

た｡

表1-5:仏越初級･初等学校のカリキュラム(主要教科のみ､1938年以前)

初級1 初級2 初級3 合計 初等1 初等2 初等3 合計

クオック･グー 9 8 8 25 2 3 3 8

フランス語 0 3 5 8 16 IL5 H.5 39

算数 3 2.5 2,5 8 L25 2.25 2 5.5

理科･保健 3 2.5 2 7.5 1 2 2 5

体育 乙5 2.5 2､5 孔5 2,5 2.5 2.5 7.5

漢文(選択科目) 2.5 2.5 2.5 7.5 2 2 2 6

出典:GaoP.Ke目y(1975),Fr韻ca一杓�脂le2兌力㈲た,/幻釦回タ詔,Phふthesis　onhe　universily

of　wisconsin-Madison,　p｡113をもとに作成

　ここから明らかなように､初級段階においてはクオック･グー(ベトナム語)の授業が

非常に多く､これと対照的に初等段階ではフランス語の授業が圧倒的多数を占めている｡

なお､伝統的な漢文教育は選択科目として､周辺的な地位に追いやられている｡カリキュ

ラムの中心が言語科目であったという点では､両段階とも共通している｡現実には､初等

段階に進学できたのは初級段階生徒の1~2割程度であったので､大多数の生徒はクオッ

ク･グーの読み書きだけで学校教育を終えていたのである｡それでも､これまで書法とは

無縁であった一般大衆が､公教育によってクオック･グーを学ぶ機会をもったことの意味

は大きい｡

　なお､初級学校以上では教授用語はすべてフランス語で統一されたので､上級学校への

進学機会がフランス語の能力を大きく左右するという現象が生じ､植民地社会にフランス

陪を頂点とする言語ヒエラルキーが形成された｡すなわち､中枢には在佳フランス人やベ

トナム入エリートによる｢フランス語の世界｣が存在し､植民地のあらゆる権限がここに

|岩月純-(2000)『ベトナムにおける｢近代的｣漢文教育についての―考察一束アジアの視点から-｣

木村汎､グエン･ズイ･ズン､古田元夫『日本･ベトナム関係を学ぷ人のために』世界思想社､44頁｡
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集中した｡インドシナ大学など植民途高等教育機関の卒業生は､この｢フランス語の世界｣

とその外側の非フランス語社会を結ぶ架け橋としての役割を果たすこととなった｡その外

側の世界は2つの層から成っていた｡一つは､植民地下ではじめて形成された｢クオック･

グーの世界｣こであり､､もう一つは大衆の大多数が属する｢話し言葉だけの世界｣である｡

図1-6:仏領期ベトナム社会における言語ヒエラルキー変化

植民地化以前

仏鎖植民地時代

王朝官吏､科挙試験

一般大衆

人､越人エリート

一都市中間層

仏越学校に通った暦

一般大衆

注J:網かけ部分は､植民地下におけるベトナム人ジャーナリズムや世論の中核之なった暦を示す｡
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　前述したように､Marrは1939年時点においてクオック･グーで書かれた新聞を読むこ

とのできた識字人口は約180万人､当時のベトナム総人ロの約10%に達したと指摘してい

る2.都市部を中心に形成されたこの｢クオック･グーの世界｣の担い手が､植民地下に

おいて萌芽しつつあったベトナム世論の形成を下支えすることになった｡その多くは｢フ

ランス語の世界｣にいる一握りのベトナム知識人が､｢クオック･グーの世界｣の大衆に倫

きかけるという形態をとった｡同時に､大多数のベトナム人は､依然として『話し言葉の

世界｣に隔離された状態であったことも忘れてはならない｡以上の構造を図式化すると図

図1-6のようになる｡植民地化されたことによる大きな変化は､言語ヒエラルキーが2

暦構造から3層構造に変化したことであり､植民地体制下で3層構造の中間層にあたる｢ク

オック･グーの世界｣が次第に拡大していったことである｡

　一方､漢文の権威の源泉であった科挙試験については､コーチシナにおいては植民

地化と同時に廃止されたが､トンキンとアンナンでは一時的に､フランス語やクオッ

ク･グーが科挙科目として採用されるという措匿がとられた｡すなわち､従来の漢文

試験に加え､1906年の科挙からはクオック･グー論文､仏文漢訳､漢文仏訳などが試

験科目として追加された｡しかしこの措置は暫定的なものにすぎず､科挙試験は1　9　1　5

年にトンキンで､1919年にアンナンで廃止されることになった3.こうして､フラン

スは伝統的な漢文教育システムを徐々に排除し､フランス語とクオック･グーによる

教育システムを整備していったのである｡ここで注目されるのは､当時のベトナム知

識人の多くが形骸化した科挙試験の弊害を認め､彼らの大半がその合格者であったに

もかかわらず､すでにこの時期には廃止を主張していたことである｡むしろ彼らが問

題視したのは､睨朝を傀儡化した総督府が､愚民政策の道具として科挙試験を1　9　1　0　年

代に至るまで存続させてきたことであり､同時に仏越学校の整備が遅々として進まず､

その内容があまりにフランス中心主義に偏っていたことである4.

　クオック･グーもまた､総督府が奨励しつつも､実際にはベトナム人知識人の手に

よって普及が進められた｡ベトナム語のローマ宇表記法を初めてクオック･グー(国

2　David　G.Marr(1981),りel/7a卸卯7ra心//卯卯行ja幻釘∂-jタ祗Univ,of　Ca目fornja　Press,p｡34.

3　Nguyen　Quang　Thang　(1998),尨卵Cびya　G/部加c咄?/旭1.nha　xuat　ban　van　hoa.　(『ベトナムの

科挙と教育丿文化出版社)､321-326頁｡

4瀋佩珠(長岡新次郎･川本邦衛編)『ヴェトナム亡国史他』東洋文庫73､平凡社(初版は1966年)所

収の｢天か膏か｣178-182頁など｡この中でファン･ボイ･チャウは次のように述べている｡｢フランス

政府はここにおいて､五十余年来､科挙を奨励してヴェトナム人を愚にし､かつ弱からしめたこの失策な

かりせば､その欧州大戦に当たって､フランス人を扶助した成績は､現状に比してさらに優れるものあり

しを想い得た｡フランス人､すでにこの政策のフランスに不利なるを悔悟したので､すなわち一九一九年､

ヴェトナム国民の誓願に基づいて科挙を廃した｡(中賂)科挙の制度廃せられてから､われらやや知識あ

る者は､皆首を伸べて､新教育果たして如何なるものなるかに､非常な希望をつないだのであった｡はか

らざりき､フランス人のわれらに施すところの教育なるものは､われらをして全く失望せしめた｡』(同

180頁)
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賠)と呼んだ人物とされているチュオン･ヴィン･キー(Truong　vinh　Ky)は､19世紀

後半の代表的な民族主義知識人であった｡彼はベトナム大衆への啓蒙運動を展開する

上で漢文教育の限界を認め､中国の漢籍やチュノム作品を次々とクオック･グーに翻

訳し､犬衆識宇教育の手段としてクオック･グーに大きな期待を寄せた｡この時期､

総督府もベトナム人への懐柔政策として､クオック･グーを用いた新聞･雑誌の創刊

を奨励した｡クオック･グーで書かれたベトナム最初の新聞として､i865年に心バ心カ

釦a(『家庭新報』)がサイゴンで､1905年にj肘腎�卯顛狗a(『大越官報』)がハノ

イで発行された5｡

　1910年代に入ると､｢仏越提携｣の協同主義を全面に打ち出したサロー総督は､ベ

トナム人による親仏系ジャーナリズムの強化に力を注いだ｡サローの在任中､クオッ

ク･グーによる週刊雑誌加鰐加凹g7即陥j(『インドシナ雑誌』)が1913年に､ク

オック･グーと漢字による月刊雑誌A･a尹カ凹g(『南風』)が1　9　1　7　年に創刊された6.

その目的には､フランス文化とベトナム民族文化の融和という本来の趣旨に加え､植

民地の抗仏･反仏運動を文化的側面から懐柔するという意図も込められていた｡

　加鰐加凹gr即陥jの主宰者グエン･ヴァン･ヴィン(Nguyen　van　vinh)は､1896

年にハノイの通訳学校を卒業して植民地下級官吏となり､1906年に渡仏して以後､親

仏系ジャーナリストの道を歩んだ｡旭･扮朗gの主筆であったファム･クイン(Pham

Quynh)は､1908年にハノイの通訳学校を卒業して､フランス極東学院に動務した経歴

を持つ｡個々の主張の違いはあっても､彼らは植民地統治の草創期にフランス譜教育

を受けた点で､漢学教育を受けたチュオン･ヴィン･キーら前世代と異なる｡やがて

彼らは､1910年代以降の協同主義とともに､いわば｢当局御用達｣のジャーナリスト

として､前述の｢フランス語世界｣とrクオック･グー世界｣の架け橋となったとい

う共通の特微をもつ｡

　やがて1920年代から30年代になると､第1次世界大戦後の好景気によって民族資

本が勃興したことや､ハノイで高等教育を受けた人材が在野で活躍を始めたこともあ

り､桂民地ベトナムのジャーナリズムは活況を呈するようになる｡Marrによれぱ､1923

年から44年にかけて､ベトナムでのぺ1万種類以上の出版物が発行されたという7｡

また､1935年延ベトナムで発行された新聞･雑誌は267種類に達したという8.こう

してクオック･グーはベトナムの大衆書法として普及し､1945年9月にベトナム民主

共和国が成立すると､フランス語に代わり､文宇通り新国家の｢国語｣として定着す

ることになる｡こうした急速な普及状況は､20世紀初めには誰も予想し得なかったも

=

3

Doan　viet　Hoaパ1971),乃e　pevejθ郊朗り/励面即別加e/･£面caり卯油咄り刀紹jノIF∂c肘θjぱむ/njfa/

a�∫∂cμ7a/μjca7　FθΓces,Ph｡D,thesjs　of　The　Florida　State　unjvers　Hy,　p,H8-119.

6詳しくは､石井来雄監修(1999)『ベトナムの事典丿同朋社､77-78､249-250頁参照｡
7　Davjd　G｡Marr,op｡cit｡2,p,　49.

8前揚書6(『ベトナムの事典J)､159頁｡
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のであった≒

　独立を宣言した新政府が最初に行った高等教育政策は､植民地時代のフランス式力

リキュラムはそのままにして､フランス人教師陣をベトナム人教師陣に交替させ､す

べての学校の教授用語をフランス語からクオック･グーに切り替えるように指示した

ことであるlo｡第一次インドシナ戦争(1946-54年)が終結する頃にはこの政策はほ

ぽ完了し､1950年代にソピエト型の社会主義高等教育への本格的な再編を遂げること

になる｡これについては次章で詳しく述べるが､独立後の旧仏領植民地において､短

期間のうちに高等教育の教授用語が宗主国言語から現地語に切り替わったケースは､

むしろ例外的であるといえる｡対照的な事例として､仏領アフリカ諸国の独立後の言

語状況について､社会言語学者フロリアン･クルマスは次のように記述している｡

　　｢アフリカの独立運動家たち､そして独立の後は国の要職を占めるようになった彼らは､ほとんど例外

な《フランスで教育を受けており､そのフランス仕込みの教養のおかげで､社会の枢要の地位に上ったの

である｡しかも､彼らの大多数の意識の中で､フランス語は植民地支配の遺物とは見なされておらず､む

しろ､独立を果たした国家の建殷と確立のため､大いに役に立つと考えられている｡独立運動の言語はフ

ランス語であった｡(中略)かつてのフランス植民地における教育体系は､相かわらずフランスを手本と

し続けている｡高等学校および大学の授業で用いられるのはあいかわらずフランス語である｡そしてあい

かわらず､フランスで大学教育を受けた者は､社会内で高い地位に就くチャンスが大きい｡｣白

　こうした状況は､いわゆるサハラ砂漠以南のブラックアフリカ諸国ではより顕著で

あり､彼はその主要因として｢この地域に書記体系を有する大言語がもともと存在し

ない｣12点を指摘し､地域言語としてアラピア語が存在する北アフリカ諸国と比較し

ている｡彼の論理に従うならぱ､仏領期のベトナムにおいて､大衆書法としてのクオ

ック･グーが独立以前に広範に普及していたことの政治的意味は大きい｡クオック･

グーの普及をもたらしたのは､全国各地に設立された初級学校と蔀市部を中心とする

植民地ジャーナリズムの発展であった｡結果論としていえぱ､植民地当局がクオック･

グーの普及に一定の役割を果たしたことは否定できないが､当時はあくまで植民地統

治を円滑に進めるための手段に過ぎなかった｡むしろ､植民地政府とベトナム人大衆

の間に立ってクオック･グーの普及を推進したのは､フランス語教育を受けたベトナ

ム知識人や､初級学校のベトナム人教師たち(その多くは以前の漢学私塾教師)であ

9古田元夫(1991)『ベトナム人共産主義者の民族政策史一革命の中のエスニシティ』大週書店､90頁｡
lo　T陥n　Hong　Quan　酎　彦ノ｡(199ニ5),卯洵l掻a/　7yje刄釦海力/印6'/卯加む腎狗θ乃ひ,BO　Giao　Duc　va

Dao　Tao,　Nha　xuat　Ban　Giao　Duc,　pp.189-191.(教育訓練省『教育訓練事業発展の5{}年』教育出版社)

自フロリアン･クルマス(198乃(山下公子訳)『言語と国家一言語計画ならびに言語政策の研究丿岩波

書店､167-I=68頁(原著の初版は1985年)｡
12

同上､163頁｡
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った｡やがて､彼らは1938年に｢クオック･グー伝播会｣(Hoj　Truyen　Ba　Quoc　Ngu)

を結成し､同会はベトナム独立の大きな推進力となったのである｡

1-2　フランス留学生の実際

　仏頗インドシナ教育のもう一つの特微は､現地人とくにベトナム人のフランス留学がさ

かんに行われたことである｡たとえば､オランダの植民地であったインドネシアにおいて

は､オランダ本国の大学に留学できたのはほんの一握りの特権階級に敲られており､フラ

ンス留学が社会現象化したインドシナの場合とは大きく異なっていた13.

　現地人のフランス留学に関するインドシナ総督府の方針は､歴代総督のポリシーによっ

て左右されるところが大きかった｡サロー総督はベトナム人の外国留学を厳しく取締り､

その代替装匿としてインドシナに高等教育機関を整倫したことはすでに述べた｡ところが

1920年代のメルラン総督は､植民地の高等教育を制限する方針をとり､逆に優秀な現地人

にはフランス留学の奨学金を積極的に与え､私費留学の許可制度も廃止した｡折しも､第

一次大戦後の好況で､インドシナにも不在地主や商工業者などの都市プルジョワジーが勃

興しつつあり､彼らの多<は仏領インドシナにおける教育ヒエラルキーの頂点を目指すよ

りもむしろ､宗主国フランスヘ直接子女を留学させることを望んだ｡

　こうして1925~26年にかけて､コーチシナだけで過去20年間にわたるインドシナ全土

の留学生数を上回る数の留学生がフランスに送り出された14.彼らの中には留学というよ

りもむしろ｢遊学｣目的の者も少なくなかった｡1929年のパリには660人のインドシナ留

学生がいたが､高等教育機関に正規学生として在籍していたのはその4分の1に満たなか

ったという15｡留学中､彼らはフランス市民と全く同等に扱われ､自由と民主主義を謳歌

した｡インドシナでは制限されているルソーやモンテスキューなどのフランス民権思想や

マルキシズムに染まって学生運動に走る者も少なくなかった｡インドシナ総督府はこうし

た動向を警戒し､1930年に留学生会をパリに設立するなど監視体制を強めたが､目立った

効果を上げることはできなかった｡ついに同年5月には､100人以上のベトナム人留学生

や労働者が､パリ･エリゼ宮広場で植民地の圧政を非難するデモを行い､多<官憲に逮捕

されるという事件が勃発している16.

　過激化した留学生に手を焼いた総督府は､i920年代末のパスキエ総督(在任期間:1928

~34年)やロバン総督(同1934~36年)の時代に再びフランス留学を規制するようにな

る｡ロバンの方針はメルランとは逆であり､インドシナの医薬学校や法政学校の教育内容

を､真に高等教育にふさわしい水準に引き上げ､本国の大学を同等の卒業資格を与えるこ

oベネディクト･アンダーソン(白石隆･白石さや訳)『想像の共同体-ナショナリズムの起源と槐行j

リブロリポート､231頁｡

ト4　Doa‘n　Viet　Hoal,0p｡c　i　!　5,　p.133.

15　DO如､VLeレHoal,0p｡c□5,p,133.

J(Daフvid　G,Marr,op,d{｡2,p｡40.
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とによって､ベトナム人のフランス留学を制限しようと図ったのである｡

　同時に､帰国した留学生には総督府の手でさまざまな圧力が加えられた｡留学生が帰国

するやいなや､税関では官憲の手によって左翼関孫の書籍･雑誌はすべて没収された｡就

職の際も､在越フランス人から差別され､不当な雇用条件や低い給料に悩まされることに

なった｡こうした情報を耳にした留学生の中には､望郷の念に駆られながらも帰国を延期

する者も少なくなかった｡彼らは､フランス本国のフランス人と､インドシナ在住フラン

ス人が似て非なる存在であるという現実を認識させられるのである｡

　一方､帰国した留学生は､フランス人社会とベトナム人社会の両方から疎外される苦悩

を味わうことになる｡フランスで文学博士号を取得した最初のベトナム人であるグエン･

マン･チュン(Nguyen　Manh　Tuong)は､1937年に出版した手記『青春の微笑みと苦悩』の

中で精神的な孤独感を綴っている17.彼は若年の際にベトナムのフランス人学校に遣い､

留学した後は完全にフランス的な生活様式に同化していた｡出自と肉体以外､自分はフラ

ンス人と何ら変わらないと信じて疑わなかった｡ところが帰国するや､在越フランス人か

らはベトナム人として差別され､つまらない仕事しか与えられず､ベトナム人社会からは

裏切り者として疎外された｡どちらの社会にも拒絶された彼は､アイデンティティを喪失

する危機に陥ることになる｡

　このように､多《のベトナム人青年は､フランスで経験した個人主纏､自由主纏､民権

主義と帰国後の現実との落差に苦しむことになった｡彼らの中には革命運動に身を投じ､

命を落とす者も少なくなかった｡留学した時点で彼らが少なからず抱いていた､フランス

文明に対する憧れ､先進的な教育を受けることへの期待は､その植民地政府によって皮肉

にも裏切られることになったのである｡なぜならぱ､植民地政府が現地人エリートに望ん

だのは､彼らが植民地高等教育を受けることによって､櫨民地権力に忠誠を誓うようにな

ることであった｡現地人エリートがフランス人上司と同じ本国の大学に留学することは､

植民地統治の秩序を脅かす行為だったのである｡インドシナ植民地体制の安定期には､こ

のような｢フランス人になろうとして､なれなった｣現地人青年(大部分はベトナム人)

が多く登場するようになったのである｡

2.フランス高等教育モデルヘの反応

　フランス植民地教育に対して､ベトナム人が主体的かつ当局の意向にあてはまらない反

応を起こした事例としては､第2節で取り上げた東遊運動や東京義塾の活動が挙げられる｡

これらの運動についてはすでに多《の研究蓄積があるので､本論文でその詳細を取り上げ

ることはしないが､後のベトナム教育およぴ社会にとって両運動がどのような歴史的意義

口Nguyen　M卵h　Tuong(1937),&)z47カ四紺£ar聊紹d'gnf　j面タlaぶらEdjtions　de　la　Revue　lndochinojsぢ
Pp,1　03,　1　1　0.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥
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ることはしないが､後のベトナム教育および社会にとって両運動がどのような歴史的意義

を持ったのかについて､いくつか指摘してみたい｡

2-1　東遊運動の歴史的意義

　東遊運動の意義として第1に挙げられるのは､伝統的な漢学教育ではもはやベトナムを

救うことはできないという危機意識が､ベトナム知識層に共有されたことである｡漢学･

儒教教育､科挙試験およびそれらの根本である玩王朝がすでに時代遅れのものとなってい

ること､植民地政府はこれらを愚民政策の手段としてあえて存続させていること､そのよ

うな植民地政府は打倒しなければならないこと､などが当時の青年層に共有されたことの

意味は大きい｡この運動を一貫して提唱･指導したファン･ボイ･チャウ自身､ゲアン省

で儒者の子として生まれ､1900年の郷試を首席で合格しているが､後になって自分の半生

がこの試験勉強に費やされたことを強く嘆いている18.

　第2は､東遊運動がインドシナ植民地政府の教育政策に一定の圧力を与えたことである｡

日本を拠点としてさまざまな独立遅動を展開した留学生たちは､東京義塾の学生たちと連

携して母国のベトナム青年を扇動し続けた｡これに対し､総督府は日本留学を厳しく取締

り､一方でベトナム人の教育要求に応えるため､1907年にインドシナ大学を設立している｡

この時期には科挙試験にもフランス語やクオック･グーが加えられるなどの改良が行われ

た｡　1910年代にはサローのもとで､前述したようにさまざまな高等教育機関が設立･整備

され､長年維持された科挙試験が廃止された｡つまり東遊運動は､総督府の教育政策が20

世紀初頭までの愚民政策から､一定の民衆啓蒙を必要と考える協同主義へと移行する契機

ともなったと考えられるのである｡

　第3は､日本留学したベトナム人青年が､アジアの他の国々からの留学生や亡命者､あ

るいは日本の無政府主義者などと交流をもったことである｡滞日中のファン･ボイ･チャ

ウの活動を詳細に分析した白石昌也によれぱ､日本政府がベトナム人の在日組織に弾圧を

加える以前から､すでにチャウはアジアの｢同病の諸民族｣や中国革命党との連携を考え

ていたという｡白石昌也(1981,265-269頁)によれぱ､チヤウが中国から日本に亡命して

無政府主義を唱えていた劉師培､幸徳秋水ら日本の社会主義･無政府主義者､霊南省から

の日本留学生などと接触したという記録が残っている19.日露戦争の勝利の影響もあり､

20世紀初頭の日本には中国､朝鮮などから多くの青年が日本留学しており､東京はアジア

の民族運動'革命運動の拠点となっていた2o｡ベトナム人青年が日本においてアジア的連

18瀋佩珠､前揚書4､101頁｡

19白石昌也(1981)r東遊運動期のファン･ボイ･チャウー渡日から日･中革命家との交流まで-｣永積

昭編『東南アジアの留学生と民族主義運動J(叢書･アジアにおける文化摩擦)巌南堂書店､265-269頁,

“l中国からの日本留学は､日露職争後には1万人に遵し､学生のみならず大物政治家の亡命も多かった｡
たとえぱ､光緒帝の敢治改革クーデター｢戊戌変法Jに参加した梁啓超は､これに失敗した後､1898年

に日本に亡命レて立憲君主制による清朝の改革を唱え続けた｡梁とは異なり､革命による典和制の樹立を
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帯を深めていくことは､インドシナ統治の従順なる補助者として活用しようと考えていた

インドシナ総督府の方針に敵対する行為であった21.

　第4は､東遊運動の展開と挫析の経験が､後のホーチミンによる革命運動へと継承され

ていった点である｡日本を国外退去させられたチャウは､以後､香港､バンコク､シンガ

ポールなどを転々とし､その同志である元日本留学生たちの多くもチャウと行動をともに

した｡19目年に中国で辛亥革命が起こると､彼は広東に戻り､同志と｢ベトナム光復会｣

(viet　Nam　Quang　Phue　Hoi)を結成した｡東遊運動期の｢維新会｣が君主制での独立達成を

目指したのに対し､｢光復会｣は共和制の｢ベトナム民国｣の樹立を掲げた点で大き《異な

っている｡元日本留学生たちは中国で軍事訓練を受けたり､チャウの密命を受けてベトナ

ムに潜入して抗仏工作を行った｡

　彼はその後､1914年にインドシナ総督府の要請によって中国の軍閥に逮抽され､釈放さ

れたのちも中国に潜伏し､サロー総督による帰国要請を拒絶し続けた｡やがてロシア革命

が起きる1と､彼はゾピエト共産政権への関心を深め､1920年には北京に赴いて､ソビエト

の訪華使節団や北京駐在ソ連大使､および北京大学総長の蔡元培に面会している｡その際､

チャウは北京駐在ソ遵大使から､新生ソピエトがベトナム人留学生を受け入れる用意があ

ると提案されたという22｡

　1925年､チャウはついに上海でフランス人官憲に逮捕され､ハノイに連行されて終身刑

を言い渡されたが､その前年､モスクワ帰りの少壮のベトナム人共産主義者が､チャウを

広東に訪ねていた｡彼こそ当時グエン･アイ･クオックと名乗っていた､30代半ばのホー

チミンであった｡ホーチミンが老ファン･ボイ･チャウに訴えたことは､コミンテルンの

指導のもとに植民地人民が国際連帯することの重要性であった23.折しも､チヤウは光復

会をベトナム国民党として再編成しようとしていたが､まもなくの逮捕によって実現はし

なかった.一方､ホーチミンは1925年に広州で｢ベトナム青年革命同志会パViet　Nam　Thanh

Nien　Cach　Mang　Dong　Chi　Hoi)を結成し､のちのベトナム共産党の基盤を形成していった

目指した孫文は､1905年に東京で革命諸派を合同して｢中国同盟会｣を結成し､｢三民主鍍｣を発衷して

いる｡1902年に仙台医学専門学校に留学した魯迅は､やがて志を文学に転じ､東京に戻って文学活動を

開始している｡朝鮮人の日本留学は､開化派の金玉均らの働きかけによって韓末期に急速に増加し､朝鮮

総督府は東京に留学生監督をおいて取り締まりを行っている｡よ《知られているように､当時の日本政府

にとって在日留学生の政洽運動は好ましからざる行為であった｡『世界大百科享典』(第2版､1998年､

平凡社)における｢留学』の項などを参照(担当は石附実､狭間直樹､田中宏)｡なお､1867年生まれの

ファン･ボイ･チャウは､孫文(1866年生)や梁麹:超(1873年生)､東京義塾のファン･チュウ･チン(1872

年生)らと同世代であり､ホーチミン(1890生)のほぼ一世代上にあたる,

21たとえぱ､李氏朝鮮では1894年に､清朝では1904年に科挙が廃止されていたが､東遊運動期のペト

ナムではまだ存統していた(1910年代に廃止)､｡こうした情報は､日本で中国人留学生や朝鮮人留学生と

接することによって､ベトナム人留学生には容易に入手できたと思われる,欧米の民権思想や社会主駿理
諭などにも､ベトナム人青年の多くは中国雁訳からクオック･グーペの転訳を通して接触している｡

“場佩珠(長岡新次郎･川本邦衛編)『ヴェトナム亡国史他』東洋文庫73､平凡社(初版は1966年)に

所収されている川本邦衛｢場佩珠小史-その生涯と時代｣251-252頁｡当時はまだチャウの思想が社会主

義に完全にたどりついていなかったこともあり､この提案は実現しなかった｡
"小倉貞男ぐ1997)r物幕ヴェトナムの歴史　一億人国家のダイナミズムJ中公新書､305頁｡
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　このように､チャウの政治理念は東遊運動期の勤王主義から典和制を経て､やがて社会

主義に接近していった｡本来が民族主義者であったチヤウと､国際典産主義を学んだ若き

日のホーチミンの理念は必ずしも一致しなかったが､この1925年を境にして､ファン･ボ

イ･チャウの政治生命は終わりを告げ､以後､革命運動の首領としてホーチミンが頭角を

現すことになる｡

　なお‥ハノイで終身刑を宣告されたチャウは､社会党代議士からインドシナ総督になっ

たヴァレンヌ(Alexandre　Varenneレ在任期間:1925-28年)の恩赦を受け､フエの自宅に軟

禁されることになった25.その後彼はフエで余生を送るが､何人かの学生が彼のもとを訪

れたという｡その中には､後にホーチミンの片腕として人民軍を創殷し､インドシナ戦争

を勝利に導いたベトナム民族の英雄､ヴォ･グエン･ザップ将軍の若き日の姿もあった26.

失意のうちにチャウが息を引き取ったのは､日本軍の仏印進駐の1ケ河後､1940年iO荊

のことであった｡

　ヴォ･グエン･ザップはフエの国学コレージュを卒業し､ハノイ大学の法政学校に進ん

だ｡やポて学生運動に参加し､亡命先の中国でホーチミンと合流することになる｡また､

後にベトナム共産党の理論的支柱となったチュオン･チン元書記長は､青年期にハノイの

商業学校で学んでいる｡ホーチミンもまた､フランスに渡航する前､フエの国学コレージ

ュで学んだ時期がある｡このように後のベトナム民主典和国の中枢を担った人材の中にも､

フランスの植民地教育を受けた者は少なくなかったのである｡皮肉的ではあるが､インド

シナ高等教育は次代の共産主義リーダーの青年時代を育んだともいえるのである｡

2-2　東京義塾の歴史的意義

　わずか1年足らずで閉鎖されてしまった東京義塾については､次のような歴史的意義が

認められるだろう｡

　第1は､東京義塾の活動がペトナムで最初の近代的文化･社会運動だったことである27｡

古来､科挙試験や漢学は灰朝の官吏を養成し､阻朝を存続させることが第一の目的であっ

た｡東京義塾と同時期に仏越学校の制度が作られたが､実質的にはまだほとんど普及して

おらず､農村での教育は漢宇の胱み書きと生活道徳を教える私塾が中心であった｡しかし

Nam)に継承された｡チュオン･チン(Truong　Chinh)元共産党書記長､レ･ズアン(Le　Duan)元共産党書記

長､ファム･ヴァン･ドン(Pham　van　Dong)元首相､など､のちの旧北ベトナム(ベトナム民主共和国)
からドイモイに至るまでの党･国家の中枢メンバーが､この時期の括動に参加している｡

25サローやヴァレンヌなど社会党系の総督は､独立運動の国民的英雄であったチャウを極刑にすること

の社会的影響を危`惧し､すでに傀儡化した睨朝の高官として遇する旨を再三チャウに提案したが､彼は拒

絶し続けた｡川本邦衛､前掲論文22､250-251頁および小倉貞男､前掲書23､307-308頁｡
26　1997年夏､産経新聞の記者がザップ将軍に会見した際､将軍はファン･ポイ･チャウのことを回想し､

　｢日本のことも話してくれた｡ベトナムがどうすれぱいいかも｡話を聞いているとじっとしていられなく

なった｣と語ったという｡高山正之｢20世紀特派員:祖国ベトナム　抗仏の強硬行動と大量逮捕｣産経

新聞､1997年11月27日参照｡

27吉沢甫･古田元夫編訳(1985)｢世界の教科書:歴史　ベトナム2』ほるぷ出版､54頁｡
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おらず､晨村での教育は漢宇の読み書きと生活道徳を教える私塾が中心であった｡しかし

ながら､伝統的な儒教教育には迷信･悪習も多く､むしろ社会の近代化を妨げる面が多い､

とファン･チュー･チンは考えた28.このため東京義塾は､民衆の生活近代化のための啓

蒙活動を重視し､学校以外での宣伝活動を活発に行った｡それは､演説会や朗読鑑賞会､

出版物などの方法をとり､科学的知識を学んで迷信や悪習を社会から排除し､産業を興す

ことを呼びかけたのである｡

　第2は､東京義塾はフランス植民地政府を敵視する方針を採らなかったことである｡フ

ァン･ボイ･チャウの提唱した東遊運動が､留学生がいずれ武装蜂起の尖兵となってフラ

ンス植民地政府を打倒することを宿願としたのに対して､ファン･チュー･チンはそうし

た暴動では植民地体制を覆すことは不可能であると考えた｡むしろ､民衆に有害無益なる

脱朝を倒し､植民地政府をしてベトナム民力の向上に協力させることが重要であると考え

たのである29.このことは､フランス語が東京義塾の教授用語の一つとして用いられたこ

とにも現れている｡すべての教育活動が合法的な範囲内で行われたことも特微的である｡

　第3は､東遊運動と同様に､インドシナ総督府の教育政策に一定の圧力を与えたことで

ある｡総督府にとってインドシナの最高学府は純粋なフランス式教育でなくてはならず､

東京義塾によってベトナム人が啓蒙されている状況は､合法的であるとはいえ､総督府に

とっては好ましいものではなかった｡このため､東京義塾設立のわずか8ケ月後に､総督

府は組織としてはほとんど実態のないインドシナ大学を創設し､東京義塾への対抗措置と

したのである｡総督府にとって重要だったのは､ベトナム人の民力を高めることではなく､

行政面においても教育面においても現地人に対して絶対的権力を維持し統けることであっ

た｡総督府にとって､フランスで高等教育を受けたベトナム人が在越フランス人と肩を並

べるような将来像は､とうてい許容できるものではなかった｡

　第4は､東京義塾が実学的知識やその実践を重視したことである｡教授用語･語学教育

は大衆言語であるクオック･グーを中心とし､この他の教科として歴史､地理､数学､科

学､芸術があり､教師と生徒は自由に議論を交わし､儒教教育の伝統である暗記中心主義

は廃された3o｡また､これまで儒教教育において無視され統けてきた女子教育にも先鞭を

つけたことの意義は大きい｡

　第5は､東京義塾が多《の教育者と民族資本の協力によって運営されたことである｡生

徒から学費を微収しなかった代わりに､商工業者などの民族資本家から寄附を募る方式を

とった.教科書や箪記用具は支給され､貧しい学生は寄宿舎に住んで食事も支給された｡

伝統的な儒教概念では商工業は卑しむぺき仕事であるとされたが､ファン･チュー･チン

28ファン･チュウ･チン自身は､1872年にアンナン(ベトナム中部)の名門の家に生まれ､j90j年には

会試に合格し､玩朝政府に動務した経験をもつ｡しかし､その腐敗ぶりに失望して!904年に職を辞して

いる｡

29小倉貞男､前掲書23､310-311頁｡
3o　D･oal　vieF　Hoal,　op.cj　1　5,　p｡50.
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はベトナムの殖産興業を積極的に奨励したので31､商工業者との人脈が多く､寄附を集め

ることができたのである｡

　東京義塾はこうした先駆的な特微をもっていたにもかかわらず､学生運動が過激化した

ために､開校からわずか1年足らずで閉鎖されることになった｡ファン･チュー･チンは

1908年､アンナンの抗税一揆を扇動したとして植民地当局に逮捕され､流刑に処せされて

いる｡　1　9　1　0　年には釈放されてパリに渡り､多くの政治家に会いながら仏越協力の道を探っ

た｡　1925年にファン･ボイ･チャウが逮捕･軟禁された時に帰国したが､病を得て翌年死

去した｡彼の葬儀はサイゴンで行われ､知識人､学生､労働者など14万人が参加するとい

う空前の規模となった｡群衆は｢ベトナム独立万歳｣を叫び､その余波はベトナム全土に

広がっていった32｡

　東遊運動と東京義塾が植民地化という外圧によって誘発されたことは否定できない｡ベ

トナム知識人は､封建王朝の教育制度の後進性と弊害を､植民地化されてはじめて自党す

るに及んだ｡しかし同時に､これらの民族啓蒙運動は植民地権力に対しても一定の反作用

を与えた｡インドシナ大学およびインドシナ高等教育機関の迷走は､現地人(大半はベト

ナム人)に対する植民地権力の度重なる抑圧､懐柔､妥協と無関係ではない｡東遊遅動と

東京義塾が挫折した後､植民地経営は安定に向かい､植民地教育に対するベトナム人の組

織的な抵抗運動はみられなくなったが､植民地体制そのものを否定する独立遅動の気運は､

一部の知識人だけでなくインドシナの全土的規模で浸透していくことになった｡

31アンナン(ベトナム中部)では､チンらの指導によって､国内向け商品を扱う商会が殴立され､儒者

たちは衣料関係の店を始めた,｡また､肉桂(ニッキ)の木を植えたり､農作業のグループを設立するなど

の経済括動も奨みられたという｡吉沢南･古田元夫編訳､前掲書27､54頁｡　　　　　　　　フ

32爆佩珠､前掲書22､308頁｡
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小括　｢フランス高等教育モデル｣は何をもたらしたか

　　本章では仏領植民地時代の高等教育実態を観察してきた｡仏領インドシナに導入された

　｢フランス教育モデル｣の性格を明らかにし､これに対してベトナム人がどのような反応

　を示したのかを考察してきた｡また､前時代と比較対照するために､植民地化以前の封建

　王朝時代における僑教教育およぴ科挙試験のシステムについても考察を行った｡

　　阪朝時代の儒教教育および科挙試験のシステムは､その大部分が中華王朝から直輸入さ

　れたものであった｡科挙試験の目的は王朝官吏の登用であり､試験内容は中国の古典教養

　に限定されていた点､科挙が王朝によって厳格に管理される一方で､学校教育との連携は

　ほとんどみられず､官学は科挙のための予備校と化していた点など､清朝と類似する点が

　多い｡総じて言えば､教育制度･文化の大部分を漢宇､儒教､科挙などの中華文明に依存

　したために､ベトナム社会の実情に即した教育はほとんど行うことができなかった｡こう

　した中華化政策によって､睨朝ベトナムは束アジア中華世界における｢小中華｣としての

　国際的地位を築こうとしたのである｡

　　もっとも､ベトナム独自の特微もいくつか存在した｡阪朝の官僚機構は清朝よりもはる

　かに小規模であったので､科挙試験の制度も清朝より簡素であり､進士合格者の数も少な

　かった｡科挙試験のインフラ面においても､中国では巨大な試験会場が常設されていたの

　に対し､ベトナムの受験生は持参した天幕の中で受験したという違いがみられる｡

　　こうした王朝時代の教育･試験制度は､フランスによる植民地化とともに徐々に解体さ

　れていったが､儒教はベトナム人の生活規範として広《浸透していった｡また､科挙試験

　制度におけるいくつかの単語(秀才､挙人､進士など)は､現代ペトナム教育制度の文脈

　の中で用いられている｡

　　仏領櫨民地時代の教育は､フランス人が櫨民地統治を円滑に行うための手段であり､ペ

　トナム民衆のための啓蒙教育という目的は二義的なものであった｡実際に､基礎教育の段

　階(初級学校､初等学校)で大部分の就学者が説落し､高等小学校やリセはすでに特権的

　な存在であった｡仏越学校という公教育システムの教授用語は､初級学校の3年間以外は

　すべてフランス語で統一されており､人ロの大部分を占める農民の教育アクセスを妨げる

　こととなった｡

　　仏領時代の高等教育機関は､実質上､櫨民地下級官吏を養成する職業教育機関であった｡

　櫨民地を週じて度重なる制度･名称変更が行われたが､インドシナ大学およぴ後身の仏領

　ハノイ大学は､小規模の職業学校の連合体という性格は一貫しており､フランス本国のよ

　うな､大学とグラン･づゼコールによる高等教育システムの二元化はみられなかった｡また､

･仏領インドシナ高等教育のもう一つの目的は､植民地エリートをインドシナという人工的

　な閉鎖空間の中に閉じこめ､外側の世界との接触を遮断することであった｡

　　総督府が恐れたのは､現地人とくにベトナム人学生が海外に説出し､日本や中国およぴ
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宗主国フランスに留学して､民権思想､社会主義に感化され､他植民地の革命運動家らと

接触することによって､留学生が反仏運動の先導的存在になることであった｡このため､

時の伏況に応じて､植民地高等教育への門戸を広げる場合は外国留学の門戸を狭め､植民

地高等教育を制限する場合は留学を奨励するなど､総督府は両者のバランスを取ることに

エネルギーを費やした｡さらに､植民地高等教育を受けた人材､あるいはフランス留学を

した人材は､就職･昇進の面でフランス人よりも著しく不利な待遇を強いられた｡このよ

うなインドシナ高等教育の性格は､日本植民地であった朝鮮･台湾の高等教育と多くの共

通項を見いだすことができる｡

　しかしながら､植民地時代になってはじめて実現できた点もいくつか管見される｡第1

は､仏越学校からインドシナ大学(あるいは仏領ハノイ大学)に至るまで､一貫した教育

体系が整備されたという点である｡王朝時代は科挙試験が重視されたあまりに､官学の学

校段階は名称だけで実質が伴わない存在であったが､植民地時代は､教育内容がフランス･

ヨーロッパ中心主義に偏っていたとはいえ､就学年限と教授内容が明確に示された｡第2

は､近代的な高等教育が医薬､法政､師範､農林､獣医､商業､土木､美術など､専門分

野別に編成され､それぞれのカリキュラムが整備された点である｡これらの学校の卒業生

は各方面の植民地行政機関に配属され､フランス人専門家の補助的役割を担うことになっ

た｡第3の特微は､フランス人や現地人エリートによって特権的な｢フランス語の世界｣

が形成されつつも､ベトナム知識人による新聞･雑誌の発行､初級学校の普及によって､

大衆言語としてのクオック･グーがベトナム社会に浸透したことである｡第二次世界大戦

後に独立した時､高等教育の教授用語をフランス語からクオック･グーに短期間のうちに

転換することができたのは､櫨民地時代に知識人の啓蒙活動によってクオック･グーが広

範に普及していたことが大きく関係している｡

　東遊運動は武装蜂起を最終目標としたベトナム人学生の日本留学であり､東京義塾は儒

教教育の隨習を廃し､ベトナムの殖産興業に適した近代的な大衆教育を目指した運動であ

る点で､両者の方向性は異なる｡しかし､ともにベトナム人自身の手によって教育の回復

を図り､ベトナムの民力向上を図った点では共通している｡しかし､いずれも短期間で櫨

民地政府に弾圧され､その後は植民地期に組織的な教育運動がみられることはなかった｡

　ただし､これらの運動は植民地政府の教育政策にとって一定の圧力となった｡櫨民地時

代を通じて､常にベトナム知識人の側からは植民地政府に教育改善･拡充の要求が突きつ

けられており､これが科挙試験の廃止やインドシナ大学の設立･拡充などに一定の政治的

影饗を与えたことは否定できない｡植民地政府が一方的にこれらの要求を弾圧すれぱ､た

ちまち反仏･反櫨民地運動へとつながる危険を孕んでいた｡しかしながら､ベトナム人自

身の手による､ベトナム人のための高等教育という目標は､植民地体制の枠組みにおいて

は､ついに実現されることはなかっ尭のである｡
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第2章　北ベトナムにおける社会主義高等教育

　本章では､ベトナム民主共和国の成立(1945年)から30年間にわたり､仏領植民地期

の政治･社会システムが解体され､ソビエト型の社会主義国家へと再編される過程で､ベ

トナム高等教育がどのような変化を遂げたのかを明らかにしたい｡第1節では､第1次イ

ンドシナ戦争期(1945年~1954年)におけるベトミン解放区とフランス占領区における高

等教育の並存状況を考察する｡第2節では､ジュネーブ条約によって南北分断された以後

の民主共和国(旧北べ.トナム)において､高等教育がどのように量的拡大を遂げたのか､

および留学生の送り出しがどのように行われたのかを明らかにする｡第3節では､上記の

過程でソビエトの高等教育モデルが民主共和国にどの程度の影響力を及ぽしたのかについ

て考察を行う｡

第1節　仏領高等教育の解体と再編

1.ベトナム民主共和国の成立と教育戦略

　太平洋戦争の終結から冷戦期にかけて､ベトナムの現代史は植民地体制からの独立を目

指した抗仏戦争､その帰結としての南北分断､南ベトナム解放をめぐる内戦から抗米戦争

へと至る｢三十年戦争｣の歴史であった｡ベトナム高等教育の歴史は､こうした政治変動

と密接に関わってきた｡

1-1　民主共和国の成立とフランスの再優略

　太平洋戦争期のペトナムは､日本軍とフランス植民地政府による二重統治下にあった｡

当時のフランス本国政府はドイツヘの降伏(1940年6月)によって第三共和政が崩壊し､

親独のヴィシー体制が発足していた｡このため､日本軍の進駐は｢仏印共同防衛｣の名の

もとに表向きは友好協力を装ったものであり､民政は従来通りインドシナ総督府に委ねら

れた点で､直接統治下に置いた他の南方占領地域とは統治形態が異なっていた｡日本軍は

総督府を通じて農産物の収奪や紙幣の増発を行い､南方諸地域に展開する日本軍の兵姑拠

点としてインドシナ(特にコーチシナ)を活用したが､フランスの経済利権や教育システ

ムはそのまま維持された1.

1日本軍は他の南方占饌地域と同様に､インドシナにおいても日本脹教育や｢大東亜共栄圏｣のプロパ

ガンダ教育を実施しようとしたが､表向きは友好関係にあるインドシナ総督府の抵抗によってはかどらな

かった｡仏印処理以降は麿接統治に乗り出したが､大戦末期の混乱状況の中で､現地民に対していわゆる

　｢皇.民化教育』を普及させる余裕はなかった｡一方､日本の南方政策に沿った専門家育成を目的として､

インドシナ総督府との協定により､1942年サイゴンに｢南洋学院｣が股立されている｡同校は専門学校
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　ところが1944年8月､連合軍のフランス解放によってヴィシー体制が崩壊し､対独徹底

抗戦を唱えるドゴール新政権が樹立されるや､あらためてインドシナは日本にとって｢敵

国｣となった｡連合軍のインドシナ上陸とフランス植民地軍の蜂起を恐れた日本軍は､1945

年3月､突如フランス軍を襲撃､武装解除を行い(いわゆる｢仏印処理｣)､インドシナを

直接統洽下に置くことになった｡これに伴い､日本軍は玩朝最後の皇帝バオダイ(Bao　Dai)

を元首とし､歴史学者チャン･チョン･キムを首班とする傀儡政府を発足させたが､実質

を伴うものではなかった｡

　この間､中越国境のカオバン省に潜伏していたホーチミンは､41年5月にフランス･日

本両帝国主義の打倒を掲げて､｢ベトナム独立同盟｣(viet　Nam　Doc　Lap　Dong　Minh､通称:

ベトミン)を組織した｡ペトミンはインドシナ独立の旗印のもとに､共産党のみならず地

主層やプルジョワジーなど広範な層を取り込み､45年6月には北部山岳地帯の解放に成功

した｡同年8月に日本が連合国に無条件降伏するとベトミンは一斉蜂起し､9月2日には

ペトミンを中核とした｢ベトナム民主共和国｣(viet　Nam　Dan　Chu　Cong　Hoa　:　以下､民主

共和国)の独立がホーチミンによって宣言されるに至った｡

1-2　南北分断から抗米戦争ヘ

　しかし､宗主国フランスおよび国際社会は民主共和国の独立を承認しなかった｡ポツダ

ム協定に基づいて､まもな《北からは中国国民党軍が､南からはイギリス軍が進駐したが､

中国国民党はフランスの中国利権(広州湾の租借権など)の放棄と引き替えにベトナム撤

収に合意し､イギリスもまたフランス軍のベトナム再上陸(1945年9月)を容認した｡イ

ンドシナの再占領を企図したフランスは､民主共和国の段階的独立を示唆する一方で､フ

ランス利権の集中するコーチシナの分離工作を進め､1946年3月にはサイゴンを首都とし

て傀儡政権である｢コーチシナ共和国｣(Nam　Ky　Quoc　Tu　Tri)を発足させた｡こうして全

ベトナムの統一的独立を主張するベトミン=民主共和国側とフランスは対立を深め､46年

12月には第一次インドシナ戦争(民主共和国側にとっては抗仏戦争)が勃発したのである｡

　当初は装備に勝るフランス軍がベトミン軍を圧倒し､ペトミン軍は紅河デルタから北部

山岳地帯に撤退したが､やがて長期持久戦の様相を呈した｡この間､フランスは49年6月､

廃帝バオダイを元首に擁立してコーチシナ共和国を｢バオダイ･ペトナム国｣と改称し､

自由世界と共産主義との戦いという大義名分を掲げてアメリカからの経済援助を引き出し

た｡バオダイ･ペトナム国は実体のない傀儡国家にすぎなかったが､都市部の反共知識人

や親仏プルジョワジーなどがこれを支持レた｡ー方､ベトミンは全国の農村地域で次第に

令に基づ《全寮制の1日制専門高等学校であり､文部省と外務省の共管(のちに大東亜省に移管)の下で柳

洋協会が運営にあたった｡学生は日本の旧制中学の卒業生から選抜された｡第1~3期生はサイゴンで教

育を受けた後､現地白本軍に微兵された｡第4期生は日本で渡航前教育中に敗戦を迎え､廃校となった｡

卒業生の手記として､万亀山哲三(1996)｢南洋学院一戦時下ベトナムに作られた外地校丿芙蓉書房出版があ

る｡同校の設立経緯は同書18-22頁レカリキュラムは63頁を参照｡
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解放区を拡大し､小作料の軽減や識字運動などによって人口の大部分を占める農民の圧倒

的支持を獲得していった｡

　ヴォ･グエン･ザップ将軍率いるベトミン軍が､1954年5月にトンキン北西部ラオス国境

にあるフランス軍のディエンピエンフー要塞を陥落させると､窮したフランスはジュネー

プ講和会議において南北分割による政治決着を図った｡軍事的には圧倒的優位に立ったは

ずの民主共和国であったが､アメリカの軍事介入を恐れる中国の説得によって､北緯17度

線を境界とする南北分割統治､56年7月の南北統一選挙実施という屈辱的な最終宣言(19

54年7月21日)に署名を余儀なくされた｡この時点でベトナムはドイツ､朝鮮に次ぐ南北

分断国家となった｡なお､同条約によってフランス軍はインドシナから完全に撤退するこ

ととなった｡

　　　　　　　　　　　　図2-1　:南北ベトナムの政治的変遷
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注:コーチシナ共和国とバオダイ･ベトナム国は､独立国家としての実体性に疑問が残るため点線とした｡

　北の民主共和国は､1950年代後半から中国の｢大躍進｣政策に強く影響されて､農村の

集団化(いわゆる｢合作社｣)や工業の国有化政策を進め､ソ連･中国など社会主義陣営か

らの援助によって社会主義化を進めていった｡こうして､50年代後半は土地改革による食

糧増産､60年代からはソビエト型の五ヵ年計画に基づいた重工業化に着手した(第一次五

ヵ年計画:1961~1965年)｡ところが､急激な土地改革が農村の混乱を招き､戦争の長期化

による軍事費増大などによって計画目標を達成することができず､低迷を続ける国内経済

はソ連･中国からの援助に依存を深めていったのである2.

　南では､アメリカ政府の圧力を受けたバオダイが､1954年､反共反仏主義のゴー･ディ

ン･ジエム(Ngo　D　i　nh　Di　em)を首相に任命すると､ジエムはにわかに権力基盤を強化し､

翌55年10月に実施された国民投票で新生｢ベトナム共和国｣(vi　e　t　Nam　Cong　Hoa　:　旧南

ベトナム､通称サイゴン政権)の初代大統領に選出された｡アメリカはこの時点から､南

ベトナムヘの直接的な経済援助に乗り出し､同国をインドシナにおける反共の防波堤とし

て位置づけるようになった｡56年に実施されるはずだった南北統一選挙は､南ペトナムと

アメリカの拒否によって実現せず､ジエムは親族と同郷出身者で国家の要職を独占し､独

裁体制を敷いた｡民衆に対しては軍と秘密警察を用いて絶対服従を要求し､人口のわずか

3%が水田の50%を所有する植民地時代以来の南の社会構造は一向に改善しなかった3.

　こうした状況下で､反米･反ジエムを掲げた『南ベトナム解放民族戦線｣(Mat　Tran　Dan

Toc　Giai　Phong　Mien　Nam　:　以下､解放戦線)が1960年にカンボジア国境のジャングルで結

成され､サイゴン政権の打倒を目指して蜂起した(第二次インドシナ戦争､いわゆるベト

ナム戦争)｡解放戦線は北ベトナムから武器･弾薬の援助を受け､主に農村やジャングルを

拠点としてゲリラ戦を展開した4｡当初は南ベトナム内のサイゴン政権と解放戦線の内戦

であったが､1　9　6　3　年にジエムが暗殺されたのちは､軍閥化したサイゴン政権の統治能力を

疑問視したアメリカは直接ベトナムに軍事介入し､北ベトナムヘの爆撃(いわゆる｢北爆｣)

を開始するに及んだ｡ペトナム戦争は南ベトナム地域の内戦から､北ベトナム政府とアメ

リカの全面衝突､北の立場から言えぱ｢祖国防衛戦争｣へとエスカレートしていった｡

　アメリカの介入にもかかわらず､解放戦線は次第にサイゴン政権を圧倒するようになり､

1975年4月のサイゴン陥落によって､ペトナム共和国は崩壊した｡翌76年7月には北の

民主共和国が南を解放するという形で南北統一を果たし､国名を現在の｢ベトナム社会主

義共和国｣(Cong　Hoa　x､a　Hoi　Chu　Nghia　viet　Nam)へと改称したのである｡

2栗原浩英(1990)｢ベトナムの社会主義｣桜井由躬雄編『もっと知りたいベトナム』弘文堂､189-193頁｡

3松岡完(2001)『ベトナム戦争一誤算と誤解の戦場丿中公新書､167頁｡

4解放戦稼は69年6月には南ベトナム臨詩革命政府(Chinh　Phu　Cach　Mang　Lam　Thoj　Mien　Nam)を樹

立し､73年1月のベトナム和平に関するパリ協定によって､,サイゴン敵権と並立する南ベトナムの政治

勢力として認知された｡社会主義陣営の多くの国寿が同革命政府を承認したためである｡
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　このように､第二次大戦後の復興から冷戦へと世界の趨勢が変化していく中で､ベトナ

ムは30年の長期にわたって実際の戦場(ホット･ウオー)を経験した｡この間､ベトナム

はソビエト､中国､アメリカという大国の政治動向に翻弄され統け5､これら3大国は微

妙にそのパワーバランスを変化させてきた6.今日では､ベトナムの南北分割の固定化は

冷戦体制の現状維持を願う米ソの利害の産物であったとする解釈が一般的であり､それは

ホーチミンの民主共和国にとっても､ジエムのサイゴン政権にとっても､とうてい容認で

きる筋書きではなかった｡逆に､彼らは大国を巻き込んで､その軍事力･経済力を利用し

ながら武力による国土統一を図ろうとしたのである｡

1-3　民主共和国の教育理念:第一次･第二次教育改革

　上記のように､ベトナムの現代史は非常に複雑な過程をたどってきた｡本傘では1945~

75年の民主共和国時代の高等教育状況に焦点を当てるが､その理由は次の2つによる｡1

つは､この時期に現在のベトナム高等教育の原型が完成したと考えられるからである｡第

二次大戦後ベトナムに多くの政権が存在した中で(図2-1参照)､1945年に成立した民

主共和国こそが現在の社会主義共和国のルーツであり､抗仏戦争期(1945~54年)には前

時代の櫨民地高等教育が解体され､戦後の10年間(1955~65年)に独立ベトナムの実情

に即した社会主義高等教育システムが建設されたという点で重要な意纏をもっている｡も

う1つの理由は､抗仏戦争斯に植民迪高等教育システムが植民地政府の手によってハノイ

からサイゴン(現ホーチミン市)に移転され､それがのちの南ベトナム高等教育のルーツ

となったという点である｡

　民主共和国成立の中核となったベトミンでは､その結成時の綱領(1941年)の中で､教育

内容の民族化､小学校教育の義務化､母語による教育を掲げている7.ベトミンはインド

5前掲書3に詳しい｡同書=によれば､1945年ホーチミンは民主共和国の承認をトルーマンに専三要求し

ており､当初からアメリカと対決する意思はなかったという(8-9頁､他にも多くの文献がこのことに触

れている)｡ところが､1950年にソ連と中国が民主共和国を承認すると､アメリカは同国を敵視するよう

になった｡南北分断後も､北ベトナムは庸北間の自由な通商や墓参､西側企業の北への投資を望んだが､

アメリカの圧力によって実現しなかった(33頁)｡また､1953年以降､武力によって仏軍を壊滅させよう

とするベトミンに対し､中国は持久戦に持ち込むよう説得したという(125-126頁)｡反対に､1970年代
初頭にベトナムの頭越しに米中関孫改善の兆しがみえると､北ベトナムは中国の姿勢を厳しく批判してい

る《133-136頁)｡一方､ソ連は来軍のベトナム撤退を決定したパリ協定(1973年1Jモ|)の成立後も､北
ベトナムに対して武力による強引な南北統一を戒めたという(52頁}｡南では､アメリカはサイゴン政権

に対し民主化や汚職の取り締まりを要求し続けたが､同政権は腐敗の一途をたどり､国際的非難を浴び統
けた｡松岡は､ベトナム戦争は南北ベトナムと米ソ中の3大1国が誤解と誤算を繰り返した上に起きた悲劇

であり､北ベトナムによる痢北統一は｢冷戦構造と―体不可分だった米ソ協調に対する挑戦にほかならな

かったj(52頁)と論じている｡

6　50年代後半から卵年代前半にかけては､フルシチョフ(首相)の提唱による米ソ平和典存が推進され

たのと並行し､ソ連･中国間では社会主義路線の正統性をめぐって次第に開係が悪化していった｡―方､

米申間は長年の対立開係からニクソン訪中(72年2河)をきっかけとした国交正常化へと劇的に変化を
遂げている｡

7民主典和画初期J(卵年代まで)の教育規定･命令は次の文献に整理されている｡“Dj　ree　tjves　and

res刎uli郊sonhe豚VNミGover鼎e霧t　and　the　vi晋IN縁Worker'　s　P訂ty卯h{ional　Educatl�y(1971),

Fj=el刄赫肘かタ|昶仔1,no｡･{},xu咄asabaよpp｡163-Z03.なお､yj泌捨諸邸eざ/�/6は､ベトナム全般に
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シナ共産党が､共産党員のみならず国民各層に大同団結を呼びかけて結成された民族戦線

であるが､その母体であるインドシナ共産党もまた､日仏二重統治下の1943年に独自の文

化綱領をまとめている｡これによると､ベトナムの文化運動は民族的､大衆的､科学的な

性格を志向するとされ､教育はこうした文化革命の一部として位置づけられた｡また､達

成すべき課題として､話法の統一と語彙の充実､文法の構築､クオック･グー(書法)の

改良などが挙げられている8.これらの基本方針は､独立後の教育システムづくりに具体

的に反映されることになった｡

　1945年に民主共和国が独立を宣言した後も､教育改革に着手できたのは実効支配してい

る解放区(主に農村中心)だけであった｡都市部を中心としたフランス軍占領地区では日

本軍による仏印処理によってほとんどの学校は閉鎖されたが､フランス軍の再占領に伴い､

従来の植民地教育が再開されていた｡一方､ヴィエトバックなどの解放区ではホーチミン

の指令によって｢抗戦中学』(truong　trung　hoc　khang　chien　)という中核的な学校が組織

され､半日学習､半日生産労働あるいは戦争協力活動を行うという実験が試みられた9.

　独立国家としての体系的な教育制度の整備は､1950-51学年度から実施された第一次教

育改革によって着手されることになる1o｡前章でみたとおり､仏頗時代における現地人用

の教育制度は､初級段階(3年間)､初等段階(3年間)､高等小学校(4年間)､越仏リセ

　(3年間)という13年制になっており､しかも教授用語は初級段階の3年間を除き､す

べてフランス語で統一されていた｡このため､生徒にはフランス語学習の負担が大きくの

しかかり､仏領期を通じて基礎教育段階におけるドロップアウト率は非常に高く､上級学

校への進学率は極めて低水準のままであった｡また､現地フランス人用の学制はこれとは

別に作られており､複線型の教育システムが維持されてきた｡

　第一次教育改革の目的は､このような複線型の学制を単線型にあらため､非効･率な13

年制を9年制に短縮することであった｡すなわち､普通教育第一段階(pho　lhong　cap　l　:

のちの小学校)を4年制､同第二段階(pho　thong　cap　H　:　のちの中学校)を3年制､同第

三段階(pho　thong　capm　:　のちの高校)を2年制としたのである(4･3･2制)｡これ

に加え､第一段階に入学する前の1年間の導入級(lop　vo　long)､第三股階修了者が大学進

学する上での移行措置として2年制の大学予科(du　b,i　dai　h､oc)が設けられた｡また､第二

段階修了後に接続する学校として､中級レベルの技能者養成を目的とした中級職業学校

(chuyen　nghiep　lrung　cap､のちの中等職業学校)が殷置された｡この他､各種の補修学校

開する英語の総合学術雑誌(1965年創刊)｡第5号では民主共和国の教育全般について､第30号では普
通教育について特集を行っている｡

8　町e咄ぽeJe∫f�jes,op｡cH｡7,pp∠168-169.

97L励如卯67a　gj卸=加c&1?釦碍卯加c吻拘p　7aθぐTノタ好づ卯砂(1995)｡Nha　xual　B如Giao　Duc.

pp,　98-1　㈲｡(『国家教育省から教育訓練省へj)

10:　民主共和国初掲の教育理念に関しては､広木克行(1977)｢ベトナム教育改革史｣｢ベトナム(上巻)

一自レ然･歴史･文化jアジア･アフリカ研究所､153-170頁に詳しい｡
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も作られたロ｡基幹学制の年賑を短縮したのは､抗仏戦争の第一線に多《の兵土を送り出

す必要性があったことと､農村の生産力が低くいために､労働力である子どもに長期間の

学校教育を受けさせることが､家庭にとって大きな負担となることを考慮したからだと考

えられている12｡同時に､教授用語を全面的にベトナム語(クオック･グー)に切り替え

ることにより､フランス語の学習に要していた時間を大幅に削減できたことも大きな理由

である｡

図2　-　2　:　民主共和国初期の学制

仏領期の越仏学校体系 第一次教育改革(1950-51) 第二次教育改革(1956-57)

|基本学制 3十3十4十3　( 1)十4十3十2十(2) (1)+4+3十3

基本的性格 複線型､選抜主義 学制の単線化､ベトナム語化 学制の統一､社会主義化

教授用語 初級以外はフランス語 全段階でベトナム語 全段階でベトナム語

学年 高等教育へ

13

j 1

高等教育へ

12 越仏 ｡Jセ(3年制)
　j

学予科(2年) 高等教育へ

11
直 A　　　　　　　　　　羞 l　　l　　　ll

1　　10 'T 心教育:跨三段階 普通教育第三段階
な
g

l　　　9
1

高等小 衿校(4年) (2年) 中級職1l学校 く3年) 中等職業?限

|
1　　8

▼ y y　　' y

7
･ ｡　　　　　　　£

普通教育第二段階 (3,年) 普通教育第二段ISIF(3年)

6
y

･ ･゛　　▲ ｡　　▲

5 初等学校(3十3=引 三)

亨 y

4
4

普通教育第一段階(4 年》 普通教育第一段階(4 年)

3

2 初級! 跨校(3年)
! ,　奉 i r　奉

|　　,
,　l
E 1 r　　　　　　　　　　　　　l ｢

導入級(1年)
F

導入級(1年j
｢

出典べTran　Hong　Quan　(chu　bien)(1995)｡訪蕉錯拗座1行jaS忿洵カノ9&j卸加c　Fa狗ぴ7aひりタ仔-/蝕弑

Nh,a　xuat　Ban　Giao　Duc｡　pp｡428-433(『教育･訓練事業発展の50年間:1945-1995年j)をもとに作成｡

o民主共和薗時伐の学制の変遷は､恥Giao　Duc　va　ho　Tao(1995),昶旭1尹カal斤丿即ぶぴ海が/印ぷ/卸

加ぐ狗狗ひ7aaぐノタ45-仔鮨λNhaxuat　Ban　Giao　Duc,　pp｡428-435(『教育･訓練事業発展の50年間:
194F持95年J)を参照｡

L2　広木克行､前揚綸文10､､163頁
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　設立間もない国家教育省(BO　Quoc　Gia　Giao　Duc)で教育改革の陣頭指揮をとった副大臣

のグエン･カイン･トアン(Nguyen　Khanh　Toan)は､第一段階における授業時間数が多すぎ

たことなどによって新制度の普及がはかどらないことを指摘し､漸次カリキュラムの軽量

化を図っている13.彼は､｢他の国が50~70年､あるいは100年を要する経済成長を､ベ

トナムは20~30年間で成し遂げなければならない｡このためには､友好国からの援助を受

けるだけでなく､多くの分野で近道を選択する｣14ことの重要性を指摘した｡抗仏戦争期

における民主共和国の教育に関する大方針は､いかにして大衆の識字(クオック･グーの

読み書き)状況を改善するかということであり､子どもに対する基礎教育と農民･労働者

に対する補習教育の普及は最優先諜題であった｡

　抗仏戦争の勝利(1954年)によって､北緯17度線以北の統治権を国際的に認知される

と､かつての解放区とフランス占領区に分断されてきた教育システムをいかに統一するか

が最大の教育課題となった｡1956年3月に開催された普通教育会議では､解放区で実施さ

れてきた9年制の学制では普通教育として不十分であり､新時代の社会需要に対応できな

いことが折摘されている15｡そこで､1956-67年度から実施された第二次教育改革では､

全国統一の新学制として第三段階の就学年数を1年延長して3年制とし､代わりに大学予

科を廃止､新学制は4･3･3制となった16.

　第二次改革のもう一つの柱は､フランス占領区に多く存在したカトリック系の私立学校

を接収し､人民立(つまり公立)学校として改組することであった｡学校教育を完全に国

有化することにより､教育内容の社会主義化が統一的に進められたのである｡すなわち､

ソビエトや中国の学校教育をモデルとして､｢全人的教育｣17(giao　duc　toan　dien)､｢教

育と生産労働の結合｣(giao　duc　ket　hop　voi　lao　dong　san　xual)､｢理論と実践の両立｣

(ly　luan　di　doi　voi　thuc　te)などがベトナム教育の中心理念として位置づけられること

になった18.この特微は､1956-57学年度の新カリキュラムにおいてはそれほど顕著に現

れているわけではないが19､実際には課外学習として､教師･生徒ともに道路補修､植林

作業､工場労働などの勤労奉仕が毎月行われた2o｡生産労働への参加は社会主義教育の一

13　vasavakul,　Thaveeporn(1994)｡&力卯/a�杓/釘允ぶjj7ぶ∂肘力a�加r/力Fjeり7ajノIC∂即訂a/抄e

釘ひ卸θ八タ/a/e　/1即訂a/邸｡ぶ/aleゐ/jcy,卯がぶlale杓阿ra何5-/郎玖Ph.D,Thesjs,Corne目

Universi　ty,　pp｡358-374.同博士諭文によれぱ､普通教育第一段階(小学校)1年生の週間授業数は､50-51
学年度は24時間であったが､翌5ト52学年度には17時間に削減されている｡
14　Nguyen　K'hanh　Toan　(1972),卸肪卯a励励/∫∂り刀狗降りj7加c　Q　6･j卯加む,Nha　xuat　Ban　Khoa

Hoe　xa　Hol,　p.665.(『文化･教育に関する喋題』:同書は氏の発言･書簡を集めたもの)
15励加拗刄,20-3,1956,p.L同紙はベトナム労働党(のちにペトナム共産党)機関紙(日刊)｡
1　6　BO　Gi　ao　Duc　va　Dao　Tao,　op｡cH｡11,pp,432-433.

17知育(lri　duc)､徳育(duc　duc)､体育(the　duc)､美育(my　duc)の4つを指す｡

18　Vasavakul,　Thaveepor　n,　op,　c江13,pp,343-344.

｢9　DIHo,pp｡402-403.同博士学位諭文は､民主共和国初期の普通教育カリキュラムを詳細に分析してい
る｡
20

Nguyen　Sj　Ty,　et｡al｡(II965),¨EdEation　ald　Revolulion　in　Vietnam≒yjel脂配ぶe夕/�/eぶ,^no｡5

pj6.
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部として扱われたのである2　1｡　また､民主共和国成立いらいの最重要課題であった文盲撲

滅は､1958年には平野部における12歳から50歳までの人口の大部分が識字可能となった

ことが報告されている22.一方､中等職業教育や高等教育の分野は､抗仏戦争中は学校の

数も少な《､フランス軍の攻撃にさらされて十分な機能を果たすことができなかったが､

50年代後半から質量ともに充実が図られるようになった｡これらについては次節で述べる｡

　このように､抗仏戦争中の第一次教育改革では､複線型の植民地教育を単線化し､教授

用語をベトナム語に切り替えることに力点が置かれた｡これによって､解放区における識

宇状況は急速に改善された｡そして､北ベトナム成立後に実施された第二次教育改革では､

これまでの解放区とフランス占領区の学制を統一し､社会主義に基づく教育方法･内容が

実践に移されることになった｡高等教育の再編もまた､こうした教育･社会状況に即して

実行されたのである｡

2.仏領高等教育の解体と再編成

　民主共和国初期における高等教育状況については､次の3つの文献が詳細に総括してい

る｡いずれもベトナム政府の直轄事業として編纂が行われ､出版後は内部資料扱いとなっ

ている｡

　①『ベトナムの大学･中等職業学校史:1945年の8月革命から1954年ディエンビエン

フー戦の勝利まで』(1985年)23､

　②『1955-1975年段階におけるベトナム大学･中等職業学校教育』(1993年)24､

　③『教育･訓練事業発展の50年間(1945-1995年)』(1995年)25

①②は大学･中等職業学校省(1990年以後は現教育訓練省)の直轄研究所である大学･中

等職業教育研究院が制作し､②は教育訓練省自ら編集を行っている(編集委員長は教育訓

練大臣)｡本稿では､これらの文献に基づいて､考察を進めることとする｡

2-1　仏領高等教育の再開(1945~46年)

　仏領期の高等教育機関は日仏共同統治時代も開校していたが､1945年3月の日本軍の仏

2　1　Nguyen　van　Huyen(1971),“General　Educa4ion　in　lhe　Democratic　Republic　of　viel　Nam"　,　Fje咄鳩吋e

ざf�jむ,n0.30,p｡19,同記事は諭文ではなく､vietnamese　Studiesからの質問に現職の国家教育大匝

が答えるインタビュー形式となっている｡

2　2　Nguyen　Si　Ty,　e{｡al｡｡op.cit.Z0,p｡12.

2　3　Le　van　Giang　(chu　bien)(1985),£jc力釦鋤/拗c恟乃･間g加ca即即洵幻即F/el約11jn/a助
ぬ刀g勁即ghl/封5Z)即a/邸乃顛gjj邸折即玲ぴj弱4,Vien　Nghjen　Cuu　Dai　Hoc　va　Trung　Hoc　Chuyen

Nghiep,343P｡

24　Le　van､　Gjang(hjeu　dinh)(1993),釦乃卯£/昂ぷぴ;碍卸加c狗jハ㈲c　ya　行閲g励ca即郎ノv訟/印

y扮1酌il　Gjaj　加掴抒訂-75,ぐばりj即昂諮昴卯j7∂/かθλVien　N拙ien　Cuu　Dai　Hoc　va　Trung　Hoc　Chuyen

N油jep,170P.上
25　TTan　Hong　Quan　(chu　bien)(1995)｡卯狗l昂ajlrj朗釦/vμj印の卸加c晦狗θ7a∂白タ4F/卯砂,

陥&xuarBan　GI,ao　Duc,　.48こOP.ハ
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印処理によって､すべての学校が閉鎖されていた26.前章で考察した通り､この時点まで

存続していた高等教育機関は､下記の4校である｡

　'ハノイ大学医薬学部(Facu116Mixte　de　M6decine　et　dePharmacie)　゛

　゛ハノイ大学法学部(Facult6　de　Droit)

　゛ハノイ大学理学部(Facult6desSciences)

　･美術･装飾芸術学校(£coledes　Beaux-Arts　et　des　ArtsAppliqu6s　de　l'lndochine)

　また､実業学校レベルとして､獣医学校､土木学校､農林学校の3つが存在した｡

　民主共和国が成立すると､1945年10月8日､国家教育省は同年11月15日から授業を

再開する旨を発表した27.仏印処理に伴いフランス人教師の多《は辞職･帰国しており､

このためベトナム人教師の手によって再開することが急務となった｡新体制による学校で

あることを明確にするために､これらの学校名称はフランス語からベトナム語に改められ

た28｡

　　　　旧名称　　　　　　　　　　新名称

　ハノイ大学医薬学部　　　　　医薬科大学(Truong　Dai　Hoc　Y　Duoc　Khoa)

　ハノイ大学法学部　　　　　　法科大学(Truong　Dai　Hoc　Luat　Khoa)

　ハノイ大学理学部　　　　　　科学短大(Truong　Cao　Dang　Khoa　Hoc)

　美術･装飾芸術学校　　　　　美術短大(Truong　Cao　Dang　My　Thuat)

　獣医学校　　　　　　　　　　獣医短大(Truong　Cao　Dang　Thu　Y)

　土木学校　　　　　　　　　　土木短大(Truong　Cao　Dang　Cong　Ch　i　nh)

　農林学校　　　　　　　　　　農業短大(Truong　Cao　Dang　Canh　Nong)

　これによると､民主共和国政府が､大学と認めたのは医薬大学と法科大学のみであり､

残りはすぺて短期高等教育機関相当として位置づけられたことがみてとれる｡再開当初の

カリキュラムは仏領時代のままであり､教授用語･教科書もほとんどはフランス語であっ

た｡教師は仏領時代の教師およぴ補助教師を務めていたペトナム人が招集された｡暫定措

置として､仏領時代に入学したままになっている学生に対し､修学年限を1年間に短縮し

て卒業させ､彼らの多くを母校の教師として採用したのである｡

　なお､法科大学だけは依然として閉鎖されたままであった｡政府は外交官や行政官を養

成するために､法科大学を改組して政治･社会学などを教える2年制の短大を設立しよう

としたが､実現しなかった｡法科大学は1948年に一時的に再開され､70-80人の学生が入

2　6　Le　van　Giang　,(chu　bien),op｡cHレ23,p｡115.
μlbjd.

“仏領搦高等教育のペトナム躇表記は､DiHo,pp｡296-3Z2を参照｡
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学するが､翌49年には再度閉鎖され､学生は他の諸学校に転校させられた29.

　再開当初の高等教育機関の諜題は､いかにして教授用語や教科書をフランス語からクオ

ック･グー(ベトナム語)へと転換させるかということであった｡1946年肌月10日､政

府は｢1950年から大学や短大におけるすべての学問分野はベトナム語によって教授する｣

3oとする147号政令を発表した｡1950年までは移行期間として､漸次ベトナム語に切り替

えていくことが求められた｡各分野の専門家によって､ベトナム語の科学技術用語の開発

が急務となった｡1950-54年の段階では､高等教育の教授用語はほぽ完全にベトナム語に

切り替えられと記録されている31.

2-2　抗仏戦争下における仏鎖高等教育の解体(1940年代後半)

　こうして民主共和国は仏領高等教育の遺産を順調に引き継いだかに見えたが､1946年12

から抗仏戦争が勃発すると､各大学はハノイを離れ､農村や山岳地帯に疎開を余儀なくさ

れた｡教師や学生も戦争に全面的に参加する体制がとられた｡

　医科大学はハノイからヴァンディン(van　Dinh)に疎開し､地元の農民の家を間借りして

再開された｡薬学科は軍の薬務局(Ban　Quan　Duc)に吸収されることになった｡HO　Dac　Di

学長は当時の状況を次りように述懐している｡｢医科大学は､なぜ電気も水もない僻地の農

村に存在するのであろうか｡無菌の手術室など望むべくもない｡大学は実験室､医学設備､

教科書なくして､どうやって活動を続けろというのか｡｣32まもな《医科大学はヴァンデ

ィンからヴィエトバク(viet　Bac)山岳地域33へ移動し､1947年10月7日にヴオ･グエン･

ザップ国防大臣が出席して開校式を行っている｡ところがまもなくフランス軍の攻撃を受

けて､再びジャングルヘの疎開を余儀なくされた｡当初の数年間のカリキュラムは仏領時

代と同様であり､教授用語はフランス語のままであった34.

　科学短大はかつての規模を大幅に縮小し､1946-47年にかけてゲアン省ナムザン(Nam　Dan,

Nghe　An)やヴィエトバクで基礎数学のクラスとして開講された35.すでに教授用語はベ

トナム語に転換されたが､カリキュラムは仏領時代と同様であった｡

　美術短大は､1944年に建築科がダラット(Da　Lat)に､その他の諸学科はソンタイ(Son

Tay)に疎開したが､1946年からは活動を停止していた｡1949年に国家教育省決定によって

29閉鎖の理由は､抗仏戦争期の国家ニーズに対応できなかったとされているが､詳細は不明｡仏領期の

ハノイ大学法学部のカリキュラムがあまりにフランス中心主義であったために､民主共和国の人材養成ニ

ーズに合わなかったのではないかと推測される｡
3　o　Le　van　Giang　(chu　bien),op｡cjl｡23,p.｡124.

31　1bid.

3　2　Dillo,　pj32.

33ヴィエトバク(越北)は､ハノイ北部の中国国境山岳地帯を指す｡

34医学専門用語は当初フランス語に依存したが､漸次ベトナム語に置き換えられ､1954年の瞰争終了時

にはすべての科目がペトナム語化されていた｡DH　to｡　p｡163.
3S

DIHo,p汁35.
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ヴィエトバクで再開された36.修学年数は3年間､学生の大多数は前線の兵士であった｡

学生は基礎教科を学習した後､抗仏戦争の宣伝工作員になることを期待された｡ところが､

翌1950年には需要が大きくないとの理由で､｢中級美術学校｣(Truong　My　Thuat　Trung　Cap)

として高等教育機関から中等職業教育機関に突如改組された37.

　獣医短大と農業短大は､仏印処理の時点で未修了の学生を抱えていたが､残りの修学内

容を短縮して卒業生を送り出した後､いずれも閉鎖されている38｡

　土木短大は1946年1月に再開されたが､修学期間は1年あまりに短縮され､抗仏戦争の

勃発と同時に再閉鎖された｡1947年に短大レベル2クラス､中等職業教育レベル1クラス

として再開され､疎開地を転々とした｡　1951年からは需要が大きくないとの理由で､｢中

級土木学校｣(Truong　KI　Thuat　Cong　Chinh　Trung　Cap)として中等職業教育機関に格下げ

された39.

　また､1947年には政治幹部を養成するため､中国語と英語を教える｢外国語短大｣(Truong

Cao　Dang　Ngoai　Ngu)が開設されたが､わずか1学期(6ケ月)で閉鎖されている4　o,｡

表2-1　:解放区における仏領高等教育の解体過程

仏領期の学校名

　(仏語訳)

医薬学部 法学部 理学部 美術･装飾

術学校

獣医学校 土木学校 農林学校

/
斯学校名

(越語釈)

医薬科大学 法科大学 科学短大 美術短大 獣医短大 土木短大 農業短大 外語短大

45年8週~

6年12月

○→× × ○ ○ ○→× ○→× ○→x

/
1947年 ○ × △ × / ○ / ○→X

1948年 ○ ○ △ × / △ / /
1949年 ○ × △ ○ / △ / /
1950年 ○ / △ ◆ / △ / /
1951年 ○ / ◆ / / ◆ / /
出典,:Le　van　Giang　(ehu　bien),op｡cH.23,pp.156-157を参考に作成｡

注:○は開講､×は閉鎖､△は縮小､◆は改組､斜線は存在しないことを指す｡

3　6　Phan　Tat　Gia　(1995),“Gj　ao　Duc　Da　i　Hoc≒Tran　Hong　Quan　(chu　bien),卯｡c江25,p.】95.
37

38

Le　van　Giang　(chu　bjen),op｡cH｡Z3,p｡140
Dj　H　o,　p｡H7.

3　9　Phan　Tal　Gia｡　op｡eH｡36,p｡195.実際には1948年から中等職業教育レベルのクラスのみしか存統

していなかったが､土木短大という名=称はそのまま使われた｡

4　o　Le　van　Gi　ang　(chu　bien),op｡ejt｡23,p.136.閉鎖された理由として､状況が困=難であったことと､

人材需要が切迫していなかづたなどが挙げられている｡
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改組の内容は次の通りl科学短大(基礎数学クラス)→基礎科学大学(南寧)

　　　　　　　　　　　美術短大→中級美術学校､土木短大→中級土木学校

このように､仏領期の高等教育機関は､抗仏戦争の前期(1940年代後半)に､活動を大幅

に縮小(科学短大)､閉鎖(法科大学､獣医短大､農業短大､外国語短大)､中等職業学校

に改組(美術短大､土木短大)､別組織に吸収(医薬科大学の薬学科)など､さまざまな形

態で解体されていった｡抗仏戦争期を通じて実質的に存続し得たのは医科大学1校のみで

あった｡

2-3　3つの高等教育拠点の形成(1950年代前半)

　1950年代に入ると､北部･中部の大部分は解放区となり､来たるべき勝利に向けて､民

主共和国の教育制度が整倫されていった｡特に､1951年に開催された第二回ベトナム労働

党大会では､幹部教育の必要性が強調された41.第一次教育改革の進展に伴い､高等教育

もベトナムの社会状況に合わせて明確な政策を立てる必要に迫られた｡こうして､1950年

代前半に､タインホア省(Thanh　Hoa､第四解放区)､ヴィエトバク山岳地域､中国･広西

壮(チワン)族自治区･甫寧の3地域に高等教育の拠点が築かれることになった｡

　タインホア省の第四解放区では､1952年に｢大学予科｣(Truong　Du　Bi　Dai　Hoc)が設立

された｡この学校は第一次教育改革の学制改編によって新たに設立されたものである｡修

学年数は1年間､9年間の普通教育修了を入学資格とし､自然科学と社会科学の2学科が

設置された｡翌53年には､この大学予科の卒業生を受け入れる高等教育機関として､｢高

等師範学校｣(Truong　Su　Pham　Cao　Cap)が設立された｡主に普通教育第三段階(高校)に

おける社会科学系科目の教師養成を目的とし､修学年限は2年間､ただし予科卒業生は1

年間とされた｡

　また､民主共和国は設立間もない中華人民共和国の協力を得て､抗仏戦争の前線から遠

く離れた中国の南寧に｢中央学区｣(Khu　Hoc　xa　Trung　uong)を1951年に設立し､この地

にいくつかの高等教育機関を設置した｡一つは第Ⅲ段階(高校)における自然科学系教師

の養成を目的とした｢高等師範学校｣であり､数学･物理､物理･化学､化学･生物学の

3部門､修学年数は2年間と定められた｡もう一つは､科学分野の幹部養成を目的とした

　｢基礎科学大学｣(Dai　Hoc　Khoa　Hoe　CO　Ban)であった｡同校の前身は､1940年代後半に

ヴィエトパクで開講された基礎数学クラスである｡同校の修学年限は2年間､物理･数学､

物理･化学の2学科からなり､卒業生の約60%は友好国へ留学した｡教授用語･教科書は

すぺてベトナム語で統一されたが､カリキュラムはフランスの科学大学に準じた内容であ

りPhaりT尋t　Gia,　0p,cit｡36,p｡196.
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った42｡また南寧には､普通教育第1段階(小学校)･第H段階(中学校)の教師を養成

するための｢初･中級師範学校』(Truong　Su　Pham　Trung　Cap　va　SO　Cap)も設立された43.

　もう一つの拠点であるヴィエトバク山岳地域には､医科大学のほか､軍薬務局､中級美

術学校､中級土木学校などが設置され､医科大学を中心とした学術拠点を形成した44.

　こうして抗仏戦争期の後期(1950年代前半)には､北ベトナムの2地域､および南中国

の1地域において民主共和国高等教育の中核が形成された｡その特徴として､仏領期以来

の伝統を誇る医科大学に加えて､民主共和国独自の高等教育機関として高等師範学校が2

校設立されたこと､及び大学予科や基礎科学大学など基礎学問が重視されたことなどが指

摘できる｡抗仏戦争下においては､前線の軍医や解放区の教師養成が優先課題とされたこ

とがみてとれる｡また､この時期には高等教育教授用語のベトナム語化が完了し､1954年

7月には600人の大学生が卒業生を送り出すに至った45｡

　1954年7月のジュネープ会議によって抗仏戦争が終結すると､これら3地城に分散して

いた高等教育機関を首都ハノイに集中移転させ､医学系､師範系､基礎科学系に特化した

戦時の高等教育体制から平時のシステムヘと移行することが急務となったのである｡

表2-2:抗仏戦争後期における3つの高等教育拠点

タインホア第四解放区 南寧中央学区(中国) ヴィエトバク山岳地域

従来から存在した学校 医科大学(47年)

新規設立の基礎系学校 大学予科(52年) 基礎科学大学(51年)

新規設立の師範系学校 高等師範学校(53年)

(社会科学系)

高等師範学校(51年)

(自然科学系)

中等職業教育機関 初･中級師範学校 中級美術学校(50年)

級土木学校(51年)

3.抗仏戦争期におけるフランスの教育戦略

3-1　教育･就職機会の漸次開放(1930年代後半~1940年代)

　民主共和国が解放区において着々と教育改革を進めていた時､都市部のフランス軍占領

区では､これまで狭き門であった中等･高等教育機関の規模を拡大しつつあった｡これは

仏領インドシナの延命のためにフランスが現地人(ペトナム人)に対する行った宥和政策

42　Djl↓o･,p,　197.

4　3　Le　van　G　Lang　(chu　bien),op｡cit,23,ppj49-150.
44』}jlto｡

45Rhan　Tat　G.la,op｡cjt.36,0p｡lcit｡36,pj99.
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の一環であり､1940~1945年の日仏二重統治期から継続されていた｡中等教育(リセや力

トリック系私立学校)の就学者数は､1937年度の438人から1944年度には1,283人に急

増している｡前章でみたように､高等教育の就学者数も､1938年度の730人から1943年

度には1,259人に増加している46.これほどの量的拡大は仏領期を通じて1930年代後半

まではみられなかった｡

　教育の門戸開放と並行して､就職ポストの門戸も拡げられつつあった｡日仏二重統治期

のインドシナ総督デコー(Jean　Decoux　:　在任期間1940~1945年)は､ベトナム人官吏の

給料を引き上げるとともに､これまではフランス人が独占してきたポストを数多くベトナ

ム人に提供した｡1940~44年の間に上級･中級ポストにあるベトナム人官吏の数は2倍に

なったという47.

　抗仏戦争が勃発する直前､フランスは民主共和国側に仏領インドシナにおける自治権を

約束したが､同時に南部には傀儡政権であるコーチシナ共和国樹立を画策していた｡フラ

ンスが企図したのは､南部に集中する経済利権を確保しつつ､軍事力によってハノイをも

奪還することであり､ベトナムの完全独立など全く視野の中になかったのである｡戦争回

避のための予備会談が1946年に何度か行われたが､フランス側はペトナムにおける中等教

育と高等教育の教授用語としてフランス語を継続し､試験制度についてもフランスの大学

の監督下に置くことを主張した48.教育面におけるフランスの態度は従来と変わりなく､

フランス語によってフランス式に教育されたベトナム人こそが文明の伝達者たりえるので

あり､フランスはそうした人材を養成し続ける責務があるとする論理に基づいていた｡

3-2　仏領高等教育のサイゴン移転(1940年代後半~1950年代前半)

　上記のような論理に基づくフランスの教育戦略は､抗仏戦争期には北部における影響力

をできるだけ長《持続しながら､仏領ハノイ大学の機能を徐々にハノイからサイゴンヘ移

転させることであった｡解放区のジャングルにおいてベトミンが独自の高等教育システム

を模索していた時､フランスはハノイに残された仏鎖商等教育機関を一日も長く残存させ

ることに傾注したのである｡

　フランスとバオダイ･ベトナム国は､1949年12月30日､およぴ翌50年5月30日に協

定を結び､仏領ハノイ大学は｢越仏混成大学｣(Vien　Dai　Hoc　Hon　Hop　viet-Phap)と名称

変更されて両政府の監督下に置かれ､ハノイだけでなく南部最大の都市であるサイゴンに

も設立された49.1953年10月には両政府によって｢大学規則｣が定められている｡これ

4　6　Doan　vien　Hoat　(1971),7加狗ye/θ郊e171∂/知而r刀刄/加e川?而ca訥)刀/刀附,?/旭lハ4Fm/5郎

a//肘a/紡d釦d∂づ)θ/μたa/杓μeぶ,Ph,D｡Thesis,The　Florjda　State　universHy,　p｡157,なお､

194こ6隼以後のフランス占饌区における就学考数は不明｡
47　1bid｡

48▽Djtto,pp｡154-156.

49＼Le　v顛Giang(chu　bien)｡op｡c11.23,p｡328.
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によると､2つの越仏混成大学は次のような性格を有していた5o｡

同大学はフランスとバオダイ･ベトナム国両政府の共同監督下に置かれる(第1･2条)｡

学長は両政府の承認に基づき､新学部･研究所を殷置することができる(第2条)｡

学長は民主共和国政府の承認に基づき､フランス本国の大学教授の中からフランス政府が任命す

る｡任期は3年間(第4条)｡

学長は同大学の教師をフランス本国に研修･留学させることができる(第20条)｡

大学評議会におけるフランス人､ベトナム人の構成は同数とする(第39条)｡

副学長は､同大学のベトナム人教師の中から共和国政府が任命する｡学部長､副学部長は各学部

の教師から選ぱれ､どちらか一方をフランス人､どちらかをベトナム人とする(第53条)｡

学長はパリ大学や国立高等美術学校から試験監督官を招聘することができる(第92条)｡

カリキュラム､管理組織､試験制度､研修制度等はフランス本国の大学に準拠する(第1　0　2条)｡

　このように､同大学は従来の仏領インドシナ大学-ハノイ大学と比較すると､ベトナム

人教師の権利が大幅に認められているが､学長は従来通りフランス人であるとされ､随所

にフランスの大学との連携重視が明記されている｡越仏両政府の共同監督下に腹かれたと

はいっても､バオダイ･ベトナム国は実体のないフランスの傀儡政権だったので､実質的

には仏領時代と変わりなかったのである｡教授用語もほとんどの分野でフランス語のまま

であった｡

　しかしながら､1950年のベトミンの平野部奪回によってフランスは次第に抗仏戦争にお

いて守勢に回るようになった｡越仏混成大学をサイゴンにも設立したのは､万が一ハノイ

が瞳落した場合のことを考えたフランスの戦略でもあった｡同大学傘下にある各高等教育

機関は､1940年代後半にハノイで次々に再開されるとともに､多くはサイゴンにも分校設

立､あるいは移転を進めていくこどになった｡具体的には次のような展開をみせている51.

1947年　医薬科大学がハノイで再開､サイゴンに分校殷立

1947年　法科大学がハノイとサイゴンで再開

1948年　科学短大がハノイで再開､49年サイゴンに分校設立(51年に科学大学に昇格)

1948年　土木短大がサイゴンで移転再開(1950年に中級職業学校に改組)

1948年　美術短大建築科が建築短大(Truong　Cao　Dang　K.len　Truc)に昇格(於:ダラット)

1950年　文科大学(TruoJlg　Dal　Hoc　van　Khoa)がハノイに斬設(南北分裂後はサイゴンに移転)

5o　Doan　vien}10at,op,cH｡46.pp,　167-169,

5　1　Le　van　Giang　(chu　bien),op｡cH.23,pp｡323-333およぴ､Doan　Vjen　Hoai,　op｡cit,46,pp汁60-161

に詳しい｡なお､これらの学校名称はフランス語表記とベトナム語表記の両方が用いられたが､フランス

題表記が確認できないため､本稿ではベトナム躇表記からの翻釈を用いる｡解放区の高等教育機関と同じ

名称の学校がいくつもみられるが､全《別組織である｡
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1950年　師範短大(Truong　Cao　Dang　Su　Pham)がハノイで再開(南北分裂後はサイゴンに移転)

1952年　国家行政学校(Truong　Quoc　Gia　Hanh　Chinh)がダラットに新設(南北分裂後はサイゴンに移

　　　　転し､｢国家行政学院』(Hoc　vien　Quoc　Gia　Hanh　Chinh)と改称)

　これをみると､仏印処理まで存続した仏領高等教育機関のうち､農林学校と獣医学校

を除くすべての学校が再開されている｡従来とは異なり､ハノイだけでな《サイゴンに

も併設･移転する動きがみられたこと､文科大学や国家行政学院など新機関の設立､1935

年に閉鎖された師範学校の再開､美術短大建築科の建築短大への昇格など､いくつかの

新しい動きがみられる52.このほか､航海短大(Truong　Cao　Dang　Hang　Hai:1957年ベト

ナム航海学校に改組)､無線電信学校(Truong　vo　Tuyen　Dien　:　1957年電気短大に改組)

など実業系の学校も設立されている｡

　ところがまもなくフランスは軍事面で決定的な敗北を喫し､ジュネーブ協定によって

その政治的影響力は南部のサイゴン政権だけに残されることになった｡1955年5月､ハ

ノイの越仏混成大学はサイゴンの同大学に吸収合併され､法科大学､医薬科大学､科学

大学､建築短大､フランス文学予科(Ban　Du.　Bi　van　Chuong　Phap)､およびハノイから

移転再開された文科大学と師範短大から構成される｢ベトナム国家大学』(vien　Dai　Hoc

Quoc　Gia　viet　Nam)がサイゴンに設立されたのである｡さらに1957年3月､同大学は

　｢サイゴン大学｣(vien　Dai　Hoc　Saigon)と名称を変更した53.このサイゴン大学が旧

南ペトナム高等教育の中核となった｡

表2-3　:仏領インドシナ大学からサイゴン大学への系譜

大学の名称 存在した時代 設立主体 主たる所在地

①インドシナ大学 1907年､1918~1925年 仏領インドシナ総督府 ハノイ

②仏領ハノイ大学 1925~1949年 仏領インドシナ総督府 ハノイ

③越仏混成大学 1949~1955年 フランス､パオダイ･ベトナム国 ハノイとサイゴン

④ベトナム国家大学 1955~1957年 ベトナム共和国(旧南ベトナム) サイゴン

⑤サイゴン大学 1957~1975年 ベトナム共和国(旧南ベトナム) サイゴン

注:①と②は実質的には同じ､④と⑤も実質的には同じ(名称変更のみ)｡

つまり､旧南ベトナム(ベトナム共和国)高等教育機関のルーツは､仏鎖時代以来のイ

s2ただし､文科大学と師範大学は独自のキャンパスをもたず､他大学の施設を借用していた｡教師陣も

すべて非常勤であった｡Le　Van　Giang　(chu　bien),印.吐t.Z3.pp｡328-329.

53原語をそのまま翻訳すると､それぞれ『ベトナム国家大学院』rサイゴン大学院｣となるが､これは

日本的意味での大学院(gradua　te　schoo　l)を指すものではないので､混同を避けて｢大学｣と釈出した｡
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ンドシナ大学一仏領ハノイ大学一越仏混成大学の系譜にあり､教育システム･内容も仏領

時代の伝統を色濃く残していた｡サイゴンには1940年代後半にこれらの学校がハノイから

移転されるまで､実質的な高等教育機関は存在しなかったのである｡北ベトナム(民主共

和国)の高等教育が､解放区に設立された社会主義型の高等教育機関を首都ハノイに復帰･

拡大させる形で発展したのに対し､南ベトナムの高等教育は､仏領高等教育がハノイから

サイゴンに撤収･移転された産物としてのサイゴン大学を中心として発展した｡社会主義

国家の幹部養成機関としての北ベトナム高等教育と､放任的･教養主義的･欧米志向が強

かったといわれる南ベトナム高等教育の性格の違いは､両者のルーツに大き《起因してい

るのである｡
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第2節　社会主義高等教育の発展とその特質

　本節では､抗仏戦争終了後の民主共和国(北ベトナム)において､社会主義型の高等教

育システムがどのように形成･発展していったのかを検討する｡

1.民主共和国における高等教育システムの形成

1-1　基幹大学の形成(1954~1956年)

　抗仏戦争終結後の南北分断によって､ハノイにある仏鎖高等教育とその教職員は南ベト

ナム(ベトナム共和国)に移転し､学校資料･図書などの各種インフラも南に移転された｡

これと人れ替わるようにして､3つの学術センターに置かれていた民主共和国の高等教育

機関がハノイに復帰することとなった｡前述したように､抗仏戦争終了時には､タインホ

ア第四解放区には高等師範学校(社会科学系)と大学予科､中国南部の南寧中央学区には

高等師範学校(自然科学系)と基礎科学大学､ヴィエトパク山岳地域には医科大学の計5

つの高等教育機関が存在していた｡1954年11月､首都復帰に伴い､上配の5機関は次の

3つのグループに再編された｡

･医薬科大学(Truong　Daj　Hoc　Y　Duoc　Khoa)

･文科師範大学(Truong　Dai　Hoc　Su　Pham　Van　Khoa)と文科大学(Truong　Dal　Hoc　van　Khoa)

･理科師範大学(Truong　Dai　Hoc　Su　Phu　Khoa　Hoc)と理科大学(Truong　Dai　Hoc　Khoa　Hoc)

　すなわち､タインホアの高等師範学校(社会科学系)は文科師範大学へと改組され､従

来の大学予科は､文科師範大学の予科クラスに再編された｡南寧中央学区の高等師範学校

　(自然科学系)は理科師範大学へと改組され､従来の基礎科学大学は理科師範大学の予科

クラスヘと再編されたl｡また､文科師範大学と文科大学､理科師範大学と理科大学はそ

れぞれ合同で学生を受け入れる方式をとった｡

　1954-55学年度の学生数は､次の通りであった2.文科師範大学･文科大学グループより

も理科師範大学･理科大学グループの方が学生数は多くなっている｡

医薬科大学　　　　　　:在校生100名､新入生釦0名

文科師範大学･文科大学:在校生顧名､新入生1㈲名､予科150名

I　Le　Van　Giang　(hieu　dinh)(1993}｡釦a卸Hr力ざE碍卯加c拗/励c9行回g崩ca卯邸洵肩印

y佃f旭1ぽjaj加即7郊j-5,ぐ/ね/訥□加･幼aa即り∂,vien　Nghien　Cuu　Daj　Roc　va　Trung　H{)c　Chuyen

N油iep,p｡9.
2　Djtto,　pp｡9-10,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一牡o-



理科師範大学･理科大学:在校生213名､新入生150名､予科200名

　なお､1955年4月国家教育省は､高等教育を司る部局として､従来の職業教育局を大学･

職業教育局へと改組している3.同局は文科大学を文科師範大学に統合､理科大学を理科

師範大学へと統合した｡これによって､1955-56学年度には高等教育機関は､医薬科大学､

文科師範大学､理科師範大学の3校のみに整理された｡また､文科師範大学と理科師範大

学の予科クラスは新入生の募集を停止した4.

　さらに､教育省は各大学共通の政洽科目について定める一方､個別のカリキュラム策定

を各大学に指示した｡政洽科目では､進行中の土地改革に学生を参加させること､党の政

洽綱領に基づいた政治教育の実施､マルクス･レーニン主義に基づいた科学教育の実施な

どが指示された｡大学教師の勤労時間は週あたり6~9時間と定められ､追加授業1時間

ごとに米5キログラムを支給されることになった｡教師の職階は教授(giao　su)､講師

(giang　vien)､助教(phu　giang)､助手(tro　ly)の4段階に定められた5.

　1955年末から1956年初頭にかけて､民主共和国政府はソビエト大学教育省から専門家

を招聘し､ただちに大学･職業教育の発展計画を策定した｡この計画は次の5点に集約さ

れる6.

･　文科師範大学と理科師範大学を母体として､4年制の総合大学(のち5年制)と2年制速成型の師範大

　　学を設立すること｡総合大学は他大学や高校(普道教育第m段階〉の教師養成を主目的とし､5~6

　　学部に9~諒の専門分野を設置する｡師範大学は中学校(普通教育第H段階)や高校の教師養成を

　　目的とする｡

･　工業分野の専門技術者養成のために4年劇の工科大学(のち5年制)を設立する｡工業､運輸､建築､

　　水利など9学部訪~40分野を開設する｡

･農林分野の専門技術者養成のために4年制の農林大学(のち5年制)を股立する｡3学部に9~10

　　分野を開殷する｡

･　医薬科大学の拡充を図る｡

･友好国への留学生派遭を継続する｡

　政府はこの計画を実行に移し､教師の配麓を行った｡総合大学と師範大学には優秀な高

校教師と文科師範大学の卒業生が､工科大学や農林大学には理科師範大学の卒業生が教師

陣として充てられた｡各大学のカリキュラムはソ遵など友好国の経験をもとに集定された｡

　こうして､1夕56-57年度には次の5大学からなる高等教育システムが整備された｡

3　Ph顛Ta{Gia{1995}“Giao　Duc　DaトH就",Tran勤ng　Qun　(chu　bien)｡卯ノV紹昂訂行丿掴jびな力/印

訂aが加ご恟.狗pDβぴ何j-抒孤)･,陥axl}a{hn　Giao､Duc｡p｡2㈲｡

L　lbid｡　　　　‥

5　L.右V顛Gi顛g{hjeu　din,h》,妙｡dl｡},.p｡I孔
゛`恒HQi　.p｡拝｡｡
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総合大学(Truong　Dai　Hoc　Tong　Hop)　就学者数　233人

師範大学(Truong　Dai　Hoc　Su　Pham)　　　　　　　996人

医薬科大学(Truong　Dai　Hoc　Y　Duoc　khoa)　　　　848人

農林大学(Truong　Dai　Hoc　Nong　Lam)7　　　　　　467人

工科大学(Truong　Dai　Hoc　Bach　Khoa)　　　　　1,095人 計3,639人

図2-3:民主共和国における大学発展の系譜(抗仏戦争後期~1956-57学年度)

~1954

仏戦

後期

タインボア蕭澱齢放g　　　　　　麿琲φ央学g　　　　　　ヴィエかバク/j/岳迦瀞

等師範学校(社会科学系)　高等師範学校(自然科学系)　　　　医科大学

　　大学予科　　　　　　　　　　基礎科学大学

　　　　　　　　　　　　　　　ノ`ヽ　　　　　　　　　卯腎

1954/55

文科師範大学･文科大学　　　理科師範大学･理科大学　　　　　　　医薬科大学

1955/56

玄狸脛蒐左雙　　　　　　　　　狸登匪疸吉奎　　　　　　　　　医薬科大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S､.

1956/57

Q生血血竺師範大学ノ寺寺子
注:直線の矢印は套接的な系譜を､点線の矢印は間接的な系譜を示す｡

　　二重下線は新殷､波線下線は名称変更･改組を示す｡

　総合大学は､いわゆる今日におけるマルチ･ディシプリン型の大学ではなく､基礎科学

に特化した文理型大学であった8.専攻分野としては､数学､物理学､化学､生物学､史

学､文学､言語学などが置かれた｡他の社会主義国と同様に､民主共和国が応用科学･学

問を重視した中で､基礎科学を扱うほとんど唯一の大学として設立された｡

　総合大学､師範大学､医薬大学はレタイントン通り(Le　Thanh　Tong)にある旧仏鎖ハノ

7農林大学は､1958-59学年度に農林省管轄の植林研究所や飼育研究所等と統合され､教育活動と研究活
動の両方を行う｢農林学院｣(Hoc　Vien　Nong　Lam)として改組された｡Di　Ho,　p｡24,

8同様の文理系総合大学としては､ソ連時代のモスクワ大学､改革･開放以前の中国における北京大学

などが有､名である｡

-112　-

Wla`ゞぺ



イ大学の施設が用いられ､農林大学はヴァンディエン(van　Dien)､工科大学はバックマイ

(Bach　Mai)に新設された｡これらの大学は｢ソビエトの社会主義大学モデルに基づいた､

新しいタイプの大学であり､以後の大学システムの中核となった｣9のである｡高等教育

の総就学者数は約3,639人となり､前年度(1955-56年度:1,191人)の3倍以上に増加し

た｡1956年10月12日に開催された合同開校式には､ファムバンドン(Pham　van　Dong)首

相以下の多くの大臣が出席し､ホ･ダク･ズィ(HO　Dac　Di)大学･職業教育局長は祝辞の

中で､戦争終結2年後の高等教育状況を､｢量的にみるかぎり､ベトナムの大学は力強い発

展を遂げている｣loと高く評価している｡今日では､民主共和国の高等教有システムは､

1955年から1956年にかけてその原型が作られたとする解釈が一般的となっている11.

　しかしながら､学生の出身学校が多様であったために(農村の補習学校､大学予科､仏

軍占領区の学校など)､その学力水準はバラバラであった｡このため､ソビエトの経験に基

づいて策定されたカリキュラムは当初から多くの困難に直面した｡医薬科大学では新学期

が始まって1ケ月で移行学級のカリキュラムを修正せざるを得なくなり､工科大学では力

リキュラムの水準が高すぎて､開講後まもなく修正を余儀なくされたのである12.

1-2　規模の拡大と機能の整備(1950年代後半)

　1950年代の後半になると､民主共和国は3ヵ年計画(1958~1960年)によって経済の社

会主義化に着手した13.この路線に沿って､国家教育省は高等教育発展のための3ヵ年計

画を策定し､その量的拡大､教員･インフラ･政策の強化､社会主義教育理念の確立が主

要任務として打ち出された14.このうち､社会主義教育理念については次節で扱う｡

　量的拡大という点では､いくつかの高等教育機関が新設､もしくは中等職業教育機関か

らの昇格を果たしている｡1950年以来､中等職業教育機関として存統した中級美術学校は､

1957-58学年度から再び｢美術短大｣(Truong　Cao　Dang　My　Thuat)として短大レペルに昇

格した｡規模は非常に小さく､絵画科と彫刻科の2学科で入学者は15人であった15.

　1958-59学年度には､民主共和国初の経済系大学として､｢経済財政大学｣(Truong　Dai　Hoc

Kinh　Te　Tai　Chinh)が誕生している｡この大学の前身は､1955年に首相府直轄として設立

された『中央経済財政学校｣(Truong　Kinh　Te　Tai　Chinh　Trung　uong)であり､中等職業学

校として経済･財政官僚の養成を行ってきた｡この学校は1958年に国家教育省に移管され､

9　Phan　Tat　Gia,op.cit｡3,p.203.

1o　Le　van　Giang　(hieu　djnh)｡op｡cH.1,p｡18.

11ちなみに､現存するベトナムの教育統計は1955-56年度以後のものであり､1954-55学年度以前の抗

仏戦争期におけるデータは不明な点が多い｡
12　Di目o,p｡21.

13　1954~56年に行われた土地改革は地主層の解体を目指したが､その方法に粗漏な点が多く､農村は大

混乱に陥った｡こうした状況を踏まえ､1958~60年3ヵ年計画では､農家の互助化･集団化に主眼が匿

かれた｡

14　Phan　Tal､　Gia,op｡cit.3.p,　203,

15　.Lt　van　Giang/(hjeu　dinh),､op｡cHよp｡23.
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多《の経済官僚を送り出すことになった16.

　1958-59学年度には､従来の師範大学に次ぐ二番目の師範系大学として､総合大学から

分離･独立する形で､ゲアン省ヴィン市に｢ヴィン師範大学パTruong　Dai　Hoc　Su　Pham　vinh)

が設立された｡農村地域における普通教育教員の養成が急務であったためである｡同大学

はハノイにある師範大学の分校的存在として位置づけられ､国語科と数学科の2科が置か

れた1≒同校と区別するために､ハノイの師範大学はハノイ師範大学と称されるようにな

った｡

　また､治水･濯漑の専門技術者を養成する学校として､国家教育省と水利省が調査･検

討を重ねた結果として､｢水利学院｣(Hoc　vien　Thuy　Loi)が1959-60年度に設立されてい

る｡この機関の特微は､水利学について大学および中等職業教育レベルの教育を提供する

だけでなく､研究活動の拠点でもある点である｡農業国であるベトナムでは､潅漑による

水田開発や防災のための治水は国家の最重要牒題であった｡当初は工科大学の一部門とし

て設置されたが､1961年には独立の機関となった18.

　以上のように1950年代後半には､従来の中等職業学校からの昇格(美術短大､経済財政

大学)､あるいは既存の大学からの分離独立(ヴィン師範大学､水利学院)する形で大学の

増設が行われている｡

　また､1950年代後半は教員の服務規程､学生の学務規定､奨学金規定などが首相通達や

蕊家教育雀蘆途の形で整普されているL≒教育内容の薗でも､さまざまな取り組みが進め

られたい医養斡大学でば禽厘生遅学､衛生学｡疫癖学｡少散民族居学などベトナムの居脩

に合った学筒會野がカリキュラムに組み入れられた｡農鉾学諭(}認ト諮学年度に農稗大

学を浪鎧まで詰｡力づキュラムの｢専鴛七ム｢ベトナム七ム｢奏素把｣が菌られた｡専n

七とは各専阿饌緩の内容を巌度七すること､ペトナム杞とば外居の奥桝のうちペトナムで

奥焉可能なものを選翁すること､簡素允とは学貫内容の本質をおさえでガリキュラムを簡

絡七することを意昧した｡ハノイ籐範大学では､思哲桂‥科学桂､実丿用栓､教育栓の4点

に立算しながら､}飼澄年まてに諾善類饌上の披白の教科書が新作された｡総合大学では

基遼科学研兜を重視しつつょベトナム史など麻水準の教科書を艇俸している2≒

　この舞僊に絃､フルタイムの学生だ付でな《労蕎者に対する教育-胆練も重視されるよ

うになっ丈｡IE剪享年よこばハノイ諏範大学において通信餌但詰th}諜程が腸設され､経済

鍵巌犬学こ,っ医､養科大学万｡､農棟学奘でば挫会人のための櫓晋{加付皿馥齢i肺V沿牒程が匹ヴ

ィン舞範大学､総合犬学､工秤大学でば夜黄喬程や遣信餌譚灘jが儒講された21.こうして､

軋･詣庄£レ

奏ブ諸濠兪

jl詩徊L

サ訴牡恥肌謹孔

粂1訳封蓉√瓢じ糾べHしおまぴ晋蜃皿詣『碩hk双べ漑パL簒り翁し｡

希ト紐饗纏彩顛藤レ{糾鰐遭套綾ね參恥dLL∧齢1蚤｡
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一般の労働者の高等教育機会が拡大した結果､総就学者が急速に増大したのである｡

　総人口の1割以上を占める少数民族の教育についても､民主共和国は一定の配慮を行っ

ている｡1959-60学年度からは､普通教育第三段階(高校)を修了した少数民族の子女で､

基本的な大学入学基準を満たす者およびこれに準ずる者は､大学入試を免除されるように

なった22｡

　このように､1956-57学年度に高等教育システムの基幹となる5大学(総合､師範､医

薬､農林､工)が発足し､これらを補完する形で50年代末にいくつかの大学が増設され(美

術､経済財政､ヴィン師範､水利)､高等教育の基本構造が整備された｡同時に､機能面に

おいても､50年代後半からカリキュラムや教科書が漸次整備され､多様な履修課程が開設

されるようになった｡

1-3　各大学の専門分化(1960年代前半)

　1960年に開催された第3回ベトナム労働党大会では第一次5ヵ年計画(1961~65年)

が採択され､農業に統き工業インフラの整備とその国有化･集団化が重点目標となった23.

この計画の中で､工業･農業の集団化のために､大量の専門技術者を養成することが緊急

の牒題とされ､既存大学の拡充と､新規大学の設立が相次ぐことになった｡この時期に設

立された大学は次の通りである｡

　1960-61学年度

　　　交通大学(Truong　Da　i　Hoc　Gi　ao　Thong)　　　　　:在職課程1クラスのみ

　1962-63学年度

　　　貿易大学(Truong　Dai　Hoc　Ngoai　Thuong)　　　　:経済財政大学から分離

　1963-64学年度

　　　郵便大学(Truong　Dai　Hoc　Buu　Dien)　　　　　　:(後の情報通信大学)

　　　体育大学(Truong　Dai　Hoc　The　Duc　The　Thao)

　　　医科大学(Truong　DaレHoc　Y　Khoa)　　　　　　　:医薬科大学を改組

　　　薬科大学(Truong　Dai　Hoc　Duoc　Khoa)　　　　　:医薬科大学から分離

　　　商業大学(Truong　Dai　Hoc　Truong　Nghiep)　　　:経済財政大学から分離

　1964-65学年度

　　　林業大学(Truong　Dai　Hoc　Lam　Nghiep)　　　　　　:農林学院からの分離

　　　財政会計大学(Truong　Dai　Hoc　Tai　Chinh　Ke　Toan):経済財敵大学から分離

　　　建築学科(Lop　Kien　Truc　Su)　　　　　　　　　　:工科大学からの分離(後の建築大学)

22　Dillo,　p,　23,

23石井米雄監修ッ･桜井由躬雄･桃木至朗編(1999)『東甫アジアを知るシリーズ:ベトナムの事典』同朋

舎における｢5ヵ年計画』の項(執筆者は三浦有史)､139-140頁｡実際には､天候不順による農業生産

の落ち込み､中ソ対立による援助の停滞､アメリカの軍事介入による国防費の増大などから､実績は目標

を大き《下回ったという｡
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1965-66学年度

　　経済財政大学を経済計画大学(Truong　Dai　Hoc　Kinh　Te　Ke　hoach)に改称

図2-4:民主共和国における大学発展の系譜(1956-57学年度~1974-75学年度)

1956-57

総合大学師範大学①寺谷
1957-58

959-60

l　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　l

基礎･芸術系 /匹4づ匹七　　八
　　　　　y　　　　　　　　　　　　･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼

　　　　陽へ/胆へ/回L/圃へ/胆

合大　1ハノイ師範大I　劃挫院　I　エ科大　　I　医薬科大　I　経済聯吠　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j　kj　j==･

術短大　ヴィン師範大　　　　　　　　　血豆笠匠

1960-61

965-66

基　米芸術系

　四＼皿圧E置罰/回¥iT司X/匡夏蚕IX皿三万夏蚕夏N/匡夏11S

合大　　ハノイ師範大　　農業大　　　工科大　　　　唇尨大　　　経　　　　　包むS

術短大　ヴィン師範大　　林業大　　　水利学院　　　薬科大　　　貿易大　　　差l血

　べ　生産ム　ハ　　　　　ハ　建策学科ハ　　　　　ハ　商業大　,

　　　　　　　　　　　　　　　　　財政会

　　　　　　　-　　　　　　　･ヘ　　　　　　　ー

1966-67　基　ビ;芸術系

|/X藤蔓Ξ|蚕謡四/巨軍T祠X/匡]蔓罰X四/匯蔓蚕|

974-75　総合大　･･ノイ第一師　丿　恵二良恵吉　　　工科大　　　xノイ医　　　　経済計画大　　　交通大

　美術短大　　ヴィン師範大　　林業大　　　　水利大　　　　薬科大　　　　貿昌大　　　隻鮨甑疸吉

　　図書館大　　体育大　　　　　水産大　　　　建築大　　jィエトバク医　大　商業大　　　水上交通大

H;こ⊇‾｣ィエトパク師範j　⊇⊇⊇高大|　電気機械大タイピン医科メ 財政会計大|　航海大
一　　　一

　　Σ∠£1⊇匪箆211　.副?F農林大R　工息差亙盟ムノ･

　　H外国語師範大･　　　　　､･　　ム杢ム

　　　外国語大　　　　　　　　　　鉱山･地

　　　　　　　　　　=　工

注l:矢印は麿接的な系譜を示す｡

注2:二重下線は新設,､波線下線は名称変更･改組を示す｡情報連絡大学の前身は郵便大学｡
　--

注3:大学･中等職業教育省が1976年に制作した統計年鑑によれば､高等教育機開は､総合系､エ業系､

-1拝一



農林水産系､経済･財政系､師範･外語系､医薬系､文化･芸術系の7グループに分類されている｡しか

し､総合系は文理型の総合大学1校のみであったことから､本図では便宜的に総合大学と文化･芸術系を

合わせて｢基礎･芸術系｣とした｡また､同統計年鑑は工業系の中にいわゆる実業系大学(交通大学､航

海大学など)を含めているが､本稿ではエ学系と実業系に分離した24.

　1960年代前半における高等教育の拡大状況をみると､既存の基幹大学(経済財政大学､

医薬科大学､農林学院､工科大学など)から､まとまった学問分野が分離独立する形で専

門分化してきたことがみてとれる｡こうして､1965　･　66　学年度の時点では､アメリカの軍

事介入が本格化し､北爆が激化していたにもかかわらず､民主共和国の高等教育機関は計

18校に達し､なお拡張途上にあった｡以後も､人文･基礎科学系､師範･外語系､経済･

財政系､工業系､農林水産系､医薬系､実業系などそれぞれの専門グループごとに､既存

の大学を中核としながら複数の高等教育機関が設置されていった｡

　表2-4をみると､民主共和国の大学増設には大きく2つのパターンがあることが胱み

とれる｡一つは､既存の基幹大学の一部門が分離･独立して､母体の大学とは異なる機能

を持つ大学に成長する｢組織分化型｣(diHerenlialion)であり､首都ハノイに集中する経

済系･工業系､総合･芸術系の大学に多く見られる｡もう一つは､既存する基幹大学と類

似した形態の小規模校･分校を地方に設立し､そのまま分離･独立してい《｢細胞分裂型｣

(ctll　dFVision)であり､農村部に需要の大きい師範系､農林水産系､医薬系に典通してみ

られる｡

　　　　　　　　　表2-4:民主共和国における大学新設のパターン

|　新皿4 時期 設立場所　　}多くみられる分野
　　　　　　|

実例

|組織分化型　　|~1960年代前半

ld{{そr=analiむ1　1
都市部に多い 経済系､工学系､

合･芸術系

経済財政大学→貿易大学

工科大学→水利学院

レ細胞分裂型

cぞH　djvisiひn

19弱年代後半~ 農村部に多い 師範･外語系､族称

産系､医薬系

師範大学→ヴィン飾範大学

科大学→タイビン医科大学

　196{}年代前半までは｢組織好化型｣の増設方法が主流であったが､以後は､大都市では

　r超織分化型』､農討部や地方都市ではr細胞分裂型』と√両方の形態が並存するようにな

る｡どちらの場合も､母俸となった大学の多《が名祢変更を行っている｡『組織文化型』の

新設の場合は､母俸となった大学が専問分野の服定による差別化(農林学院→襲業大､医

薬科大→医秤大､経済財政大→経済計画大など)を行うケースが多《汀細胞分裂型｣の場

章4　VI考仁N錫づhl£hu　C顛暮勤象{1976)｡鮒紹硲1･勁卯f恥ン却狗･跨jl行/s{;/加加c狗/加c　Fa

7r顛gが配a好鵜レ奔訟j9　Jタ舒一祗Bo　paj　私c　va　Tr龍g勤c　Chuyen　'N拙iぞp｡p｡II｡{ベトナム民主典
和掴『r統計年鑑:大学･中等畿業教育発展の2{}年こ195S-75年丿大学･中等職業教育省)
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合は､地名による差別化(師範大学→ハノイ師範大学など､医科大→ハノイ医科大など)

が多くみられるという特微がある｡

　すでに1960年代には､これらの高等教育機関が､欧米型の総合大学ではなく専門分野ご

とに細分化された専門大学であること､高等教育が国家教育省に一元的に管理されておら

ず､他の多くの中央省庁が大学を直轄していることなど､ソビエト高等教育モデルの基本

的性質を見つけることができる｡これらの性質は､のちの社会主義共和国にも引き継がれ

て､今日に至っている｡

　国家教育省は､高等教育行政が多くの省庁にまたがって一元化できないことによる非合

理性を指摘し､いくつかの方法を講じた25.一つは､大学･中等職業学校の設置基準(Qui

Che　MO　Truong　Lop　Dai　Hoc　va　Trung　Hoc　Chuyen　Nghiep)を国家教育省主導で策定するこ

とであり､同基準は1963年11月に政府決定されている｡さらに同省は､大学･中等職業

教育局を独立の省に昇格させることを提案し続け､1965年には大学･中等職業教育省(BO

Dai　Hoc　va　Trung　Hoc　Chuyen　Nghiep)が設立されることに.なった｡こうして､抗仏戦争の

終了からわずか10年後の1960年代半ぱには､民主共和国の高等教育システムは､独自の

構造と機能を整備するに至ったのである｡

2.民主共和国における高等教育拡大の特徴

2-1　就学者の増加傾向

　次に､民主共和国の高等教育学発展において､就学者や教師はどのように推移してきた

のかを考察したい｡

　社会主義政体をとった民主共和国では､5ヵ年計画などの経済･社会発展計画の立案･

審査権は国家計画委員会(Uy　Ban　Ke　Hoach　Quoc　Gi　a　:　現在の計画･投資省)が担っていた｡

国家計画委員会は計画実現に必要なマンパワーを算出し､その数を国家教育省(または大

学･中等職業教育省)に通達､同省はこれに基づいて各学校の入学定員や教師数を割り当

てた｡各学校には入学定員や予算を裁量する権限は全く与えられなかった26｡大学も例外

ではな《､国家計画委員会を頂点とした上意下達の国家行政システムの一部であった｡大

学入試は国家教育省(1965年からは大学･中等職業教育省)が一元管理･実施し､入試成

績､学生の品性､志望する専攻分野､国の人材養成計圃を総合的に考慮して､国家教育省

が合否を決定した｡大学を不合格になった場合は､中等職業学校への入学を許可､あるい

2s国家教育省が最も懸念したのは､水利学院(農業省管轄)､建築大学(建設省管轄)などいくつもの

専門大学が分離独立したことによって､新生ペトナム高等教育の象微であったエ科大学が弱体化すること

であった｡そこで､各種の技術者養成を工科大学に一元化し､それを新設の大学･中等職業教育省が監督

する体制を目指そうとした｡結果的には同省の設立には成功したものの､工科大学の細分化を食い止める

ことはできなかった｡Le　van　Giang　(hieu　dinh),op｡cit.1,pp｡50,64-65.
26

Hoa　Phl】ong　Tran　(1999),Fjel刀朗f認刄丿加er甜ぴcal加j7　a臼加/j7吋μedj朗∂7片?肘力a�釦咄?1
1訂佃即c忿s｡.Ph｡D｡thesis　of　State　university　of　New　York　al　BuHalo,　p.IZ7
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は農村の小学校教師への就職を指示されることもあった27.

ノミ〃→←

図2-5:民主共和国の高等教育就学者数､新入生数､教師数
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出典,:viet　Nam　Dan　Chu　Cong　Hoa　(1976),op｡cit｡24,p｡7のデータをもとに作成｡

注:就学者数は正規課程だけでなく､あらゆる諜程を含む｡

　図2-5をみると､高等教育の就学者数は50年代後半にはゆるやかな増加傾向にあるが､

50年代末にやや急力ープを描いて上昇している｡その後､60年代前半は安定的に推移しな

がら､60年代後半に再び急激な増加傾向を示している｡こうした動向はどのような要因に

よるのであろうか｡

　50年代末の急増は､ハノイ師範大学と工科大学の就学者が急増したこと､およぴ経済･

財政大学やヴィン師範大学が新設されたことが大きく起因している｡1958-59学年度とそ

の翌年度の新入生数をみると､ハノイ師範大学が371人から1,672人に､工科大学は676

人から1,248人に急増しており､量的にみるかぎり両大学は草創期のベトナム高等教育の

27　Doan　Viet　Hoat(1971),7加j)fyej即肘刀Mf励面r刀折助er£面ca//θ幻刀杓e功皿リ1励卯ぶ1朗aμびraj

鵡がS卯/θゆ�/,りa/F∂μ6,Ph｡D｡thesis　of　The　Florida　State　university,　p』86-i87.
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中核であった｡

　60年代後半における就学者数の急増は､この時期に大学･中等職業教育省が大学人学試

験を中断したことが大きく起因している｡大学入試制度は1955-56学年度に始められたが､

1965-66学年度から1969-70学年度までの5年間､大学の入学者選抜業務は各省の人民委

員会に移譲され､人民委員会は､いわゆる政治的品性(党･国家への忠誠､動勉性､政治

的出自)に基づいて学生を選抜した28｡この制度改正は､いわゆるベトナム戦争(抗米戦

争)が最も激化した時期における幹部養成のための一時的な非常措置であった｡しかし､

選抜基準が曖昧になったために情実人事が横行し､地主層･資産家層の子女は入学するこ

とを許されなかった一方で､入学者の学力･モラルの低下が顕著になったという29.結果

として大学入学者はこの時期に爆発的に増加するに至った｡その弊害を認識した政府は､

1970-71学年度から再び大学･中等職業教育省に大学入試の一元管理をさせるようになり､

70年代に入ると新入生数は60年代後半の半分程度に抑えられるになった｡一方､教師数

は一貫してゆるやかな増加傾向にあることがみてとれる｡

図2-6:民主共和国における高等教育新入生数の推移(課程別)
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出典:lbi1

　図2-6では､正規諜程(すなわち全日制の長期課程)とそれ以外の課程の入学者数を

比較した｡総就学者が急増している1960年代初頭と1960年代後半には､非正規課程の学

生数が著しく増加していることがみてとれる｡非正規課程とは､夜間･休日に開講される

社会人諜程(Tai　Chuc)､聴講生(Chuyen　Tu)､通信制課程(Ham　Thu)などを含んでいる｡こ

うした諜程は1960年代にさかんに開設され､労働者や兵士の現職教育･訓練に力が注がれ

た｡

2-2　教育段階別の特徴

　次に､高等教育への進学状況を他の教育段階と比較するとどんなことがいえるだろうか｡

　図2-7は､小学校(普通教育第1段階)から中学校(普通教育第H段階)､中学校か

ら高校(普通教育第m段階)､高校から大学･短大への進学率(すなわち､中学1年の就学

者数/前学年度の小学校4年の就学者数､および高校1年の就学者数/前学年度の中学校

3年の就学者数､および大学･短大1年の就学者数/前学年度の高校3年の就学者数)

を時系列に示したものである｡

　小学校から中学校への進学率はほぽ一貫して増加傾向にあり､60年代末には90%台に

達している｡対照的に､中学校から高校への進学率は､20%後半から30%台を推移してお

り､あまり大きな変化はみられない｡小学校から中学校への進学が比較的スムーズであっ

たのに対し､中学校から高校へは卒業生の4分の1から3分の1程度しか進学できないと

いう､狭き門であったことがみてとれる｡なお､いずれの学校段階でも学年間の中途退学

率は相当高かったと考えられる3o｡民主共和国の教育制度では､進学において本人の志望

先が考慮されるのは大学入試時のみであり､高校までは卒業試験の成績次第で機械的に進

級の可否が決定される仕組みになっていた｡成績優秀者には上級学校への進学が許可され

るが､そうでない場合は微兵あるいは工場などへの勤労動員に回される可能性が大であっ

た｡

　高校から大学への進学は､1960年代半ぱまでは高校卒業者数を上回る入学者数がみられ

た31.これは主に､中等職業学校や農村補習学校など傍系教育機関の成績優秀な者が､大

学入学を許可されたためであると考えられる｡ただし1969-70学年度以後は､大学進学率

は50%以下に急激に落ち込んでいる｡1973-74学年度の高校卒業生のうち､大学に入学し

3o学年ごとの進級率は不明であるが､たとえば1960-61学年度における小学校就学者数1,631,721人に

対し､4年生はわずか224,428人であり､このうち卒業できたのは187,908人である｡同様に中学校と高

校の状況をみると､同学年度の中学校就学者数386,466人､同中学3年生77,973人､卒業者55,801人｡

高校就学者数26,102人､同高校3年生4,581人､卒業者4,184人であった｡

3　1　1963-64学年度の痛校卒業生の大学進学率がなぜ急に落ち込んだのかは不明｡この時期に南ベトナム

でジエム政権が崩壊し､米軍の徽接介入が本格化するようになり､民主共和国も兵力増員を行ったためで

はないがと推測される｡
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た者はわずか21.5%であった｡これは､1970-71学年度から再開された全国統一大学入試

によって､大学の門戸が制限されるようになったことが大きな要因であると思われる｡

　このように､抗米戦争期においては小学校から中学校への進学率は100%近くに上昇し

た一方で､中学校から高校への進学率は3割前後と一貫して低《､高校から大学への進学

は1960年代末から急激に低下していることがみてとれる｡いいかえれぱ､この時期の学校

教育では､高校入学が大きな関門となっており､小卒者､中卒者､および小中学校の中退

者の多くが微兵の対象となった一方で､高校卒業者は同年齢人口からみれば一握りの選良

層であったといえる｡政府は彼らを国内の大学に進学させるか､あるいはソ連などの友好

国に国費留学させて行政幹部･高級技術者の育成を図ったのである｡

ト

図2-7:民主共和国の学校進学率(小→中､中4高､高4大)
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出典:DiHo,p.7,pj22のデータをもとに作成｡

注:進学率は次の通り｡大学入学者は正規諜程のみ｡

小学4年→中学1年:中学1年の就学者数/前学年度の小学4年の就学者数

中学3年→高校1年:高校1年の就学者数/前学年度の中学3年の就学者数

高校3年→大学1年:大学1年の就学者数/前学年度の高校3年の就学者数

　次に､大学就学者数と中等職業教育就学者数を比較したのが図2-8である｡中等職業

教育セクターは高等教育に準じて､中級技術者の育成を目的に1950年代から設置されてい

る｡これによると､中等職業学校の就学者数は､一貫して大学就学者数を上回っており､
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しかもその増減の度合いは大学就学者数よりもはるかに大きいことがみてとれる｡　60年代

後半の伸びが著しいが､これは大学と同様に入学試験が一時的に中止されたことによる｡

今日(2001-2002学年度)では大学･短大セクター(計約97万人)の方が中等職業教育(約

20万人)よりもはるかに大規模になっているが､南北統一以前は一貫して中等職業教育セ

クターの方が大規模であったことがわかる｡民主共和国では､中等職業教育や高等教育の

非正規課程(社会人課程､聴講生､通信課程など)､つまり傍系の教育コースが教育機会の

拡大に大きな役割を果たしてきたのである｡

一-
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数

･=〃●心ご゛心

図2-8:民主共和国における大学と中等職業教育の就学者数
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2¬3　学問分野別の特微

　次に学問分野別の特微を観察したい｡

　図2-9は民主典和国の高等教育機関を､総合･芸術系､師範系､農林水産系､工業系､
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医薬系､経済･財政系の学問分野別に､就学者数を百分比で表したものである｡グラフ内

の数字は入学者の実数である｡これによると､1950年代後半から1970年代初頭まで､ほ

ぽ一貫して師範系と工業系(図2-4における工学系と実業系の合計)が過半数を占めて

いることがわかる｡総合･芸術系､農林水産系､経済･財政系の就学者数もそれぞれ増加

しているが､就学者総数に占める割合はそれほど大きくない｡

心〃心-7〃r･¶

1956-57学年度

1960-61学年度

1965-{56学年度

1970-71学年度

図2-9:民主共和国高等教育の分野別就学者数(正規課程のみ)
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出典:Ditto,p｡24のデータをもとに作成｡

注:本図における｢工業系｣は､図2-4における工学系と実業系の合計である｡

　図2-10では､1950年代後半に設立された各分野の基幹大学(工科大学､師範大学､

総合大学､農林大学､医薬科大学､経済財政大学)の就学者数の推移を調べてみた｡1950

年代半ぱから1960年代半ぱにかけては工科大学と師範大学(のちのハノイ師範大学､第一

師範大学)の就学者数が突･出して拡大しているが､1960年,代後半からはいずれの基幹大学

も1,500人から3,000人程度の規模に調整されている｡60年代後半からは工業系や師範系

が数多《の大学に細分化されたために､基幹大学であるエ科大学や師範大学の就学者はむ
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しろ減少することになったのである｡両大学は民主共和国における最大規模の大学であり

続けたが､その学生数は最大でも5,000人程度であり､諸外国の大学と比較するとそれほ

ど大規模とはいえない｡

　また､美術短大の就学者は常時50~100人程度､外国語大学は常時1,000人程度であり､

人文科学系の大学は概して小規模に抑えられていた｡このように民主共和国では､中等教

育の規模がそれほど成熟していない段階で､高等教育機関を各専門分野別に次々と設立し

たために､比較的小規模の専門大学が数多く存在するという独特の形態が生まれたのであ

る｡

図2-1　0　:基幹大学の就学者数の推移(正規課程のみ)

→一工科大学一●一師範大学一●-一総合大学-トー晨林大学--･嫌一医薬科大学　-●一経済財政大学
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1956-57　1958-59･　1960-61　1962-63　1964-弱1966-67　1968-69　1970-71　1972-73　1974-75

　　　　　　　　　　　　　　　　　　学年度

出典:Ditto,pp｡27-42.のデータをもとに作成｡

　注:下記の大学をこれらの基幹大学の後身として扱った｡分離･独立した大学は含めない｡
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師範大→ハノイ師範大→ハノイ第一師範大､農林大学→農林学院→農業大→第一農業大

医薬科大→医科大→ハノイ医科大､経済財政大→経済計画大

　図2-11は学問分野別の教師数を示している｡就学者数と同様に､工業系と師範系の

占める割合は大きく､しかも時代を経るにつれてその傾向は顕著になっている｡これらの

結果から､1950年代半ばから1970年代までにおける民主共和国の高等教育は､少なくと

も量的な面に関する限り､工業系と師範系が優遇･重視され続けてきたといえよう｡この

ことはすなわち､国家の工業化に果たすテクノクラート(技術官僚)の役割､および国民

の教育水準向上に果たす教師の役割を､民主共和国がいかに重視していたかを示している

と考えられる｡

J
l
i

図2-1　1　:民主共和国高等教育の分野別教師数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　___ロエ業系■師範系ロ総合･芸術系ロ農林水産系■医薬系国経済･財政系

1956-57学年度

1960-61学年度

1965-66学年度

1970-71学年度

出典:Dilto,p.13のデータをもとに作成｡

　注:本図における｢工業系｣は､図2-4における工学系と実業系の合計である｡
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3.民主共和国の留学生送り出し状況

　民主共和国の高等教育システムが整備されていく一方で､50年代から数多くのベトナム

人が｢国費留学生｣(友好国招聘留学生)としてソ遵や中国などの友好国に派遣されてきた｡

彼らは現在40~60代にあたり､多<は今日のベトナムで指導的地位に就いている｡彼らが

どのような経緯､規模､方法において外国に派遣されてきたのかを考察したい｡

3-1　民主共和国の留学生送り出し政策

　抗仏戦争中の1951年2月に開催された第2回党大会において､ホーチミンら党指導部は､

高級人材の養成をベトナム国内の大学だけに依存せず､諸外国に留学生を送り出すことの

重要性を主張した32｡これを受けて､1951年には労働党員の中から21人が選抜され､ソ

遵に派遺されることになった｡この時の留学生のうち､大学留学生は5人､中等職業教育

の留学生が9人､在職の実習生が7人であった｡留学生の出発に当たって､ホーチミン国

家主席はその任務の重大さを説いて激励した｡彼らのほとんどはモスクワで教育を受け､

ソ連政府から手厚い待遇を受けたという33.この時のミッションが､民主共和国(現社会

主義共和国)における留学生派遣の嘆矢とされている｡

　当時フランスはまだ宗主権を放棄していなかったが､前年の1950年には中国､ソ連､

束欧諸国､北朝鮮などが一斉に民主共和国の独立を承認し､結果的に民主共和国は冷戦構

造の中で東側陣営の一員に加わることになった｡こうした政洽情勢を反映して､民主共和

国の留学生送り出し先は､ソ連､東欧､中国などの社会主義政体をとる友好諸国に集中･

限定されることになった｡翌1952年もソ連へ12人､東欧諸国へ8人が送り出された｡　i953

年には中国への送り出しが開始されたため､留学生数は一挙に244人に増加している｡

　留学のための予備教育は､自然科学系の場合は中国広西壮族自治区の南寧に設置された

基礎科学大学で2年間学習したのちに留学した｡同大学からは卒業生の約60%が友好国に

留学をしている｡その他の留学生はベトナム国内で集合し､徒歩で中越国境のランソンヘ

向かった｡フランス軍の空襲を避けて移動は夜間に行った34.中国領に入ってからは列車

を使って北上し､北京･シベリアを横断してモスクワヘ向かった｡以後､この経路は中国

との関係が悪化するまで､大多数のベトナム人留学生がたどるルートとなった｡

　留学生の選考は､高校の卒業試験ならぴに大学入試の成績､およぴ本人の素行､家族の

出自などを考慮して､国家教育省(1965年以降は大学･中等職業教育省)が決定した｡ま

た､留学生の送り出しは友好国の相互援助の一環として行われたので､受け入れ国側の国

3　2　Le　van　Gj　ang　(chu　bien)(1985),£/d　Slj狗丿狗c　Fa　rr邸g加ごC加y朗洵肩即肖酎ぬlj　71/　Cac力
ぬ刀g勁邸g　7jl　抒邨加j7　ajej7　勁,朗g折朗β治h助ぴ/弱4,vien　Nghien　Cuu　Dai　Hoc　va　Trung　Hoc　Chuyen

Nghjep,p｡334.
33 Dillo｡p,335,

34　1bid
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費という意味での｢国費留学生｣といえる｡このため授業料､教科書､寮費などはすべて

免除され､多《の場合､生活費として一定の奨学金が支給された｡受け入れ国がさまざま

であったので､留学後しばらくは受け入れ国の言語を集中的に訓練し､その後に専門分野

の履修を行う方式がとられた｡卒業時には､国家計画委員会が策定した人材養成計画に基

づいて､国家教育省(または大学･中等職業教育省)が留学生の希望を参考にしながら就

職先を決定した｡

　図2-12は民主共和国の留学生送り出し数を時系列に示したものである｡
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図2-12:民主共和国の留学生送り出し数(1952~75年)

タjソぬ鱈鱈り?//戻/

出典:Di　Ho,　p,47をもとに作成

ミ●= ‐幽一研 一●一研修生

留学生(Luu　Hoc　Sinh)の形態には､｢大学･短大留学生｣(以下､学部留学生)､修士や博

士などの学位取得を目的とする『研究生｣(Nghien　Cuu　Sinh)､　在職の｢実習生｣(Thuc　Tap
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Sinh)の3種類があった｡このうち､学部留学生が圧倒的に多《､1952年から1975年まで

の24年間に送り出された留学生総数の86%を占めている｡特に､1956年までは留学生は

学部留学生のみであった｡少数ではあったが､1957年からは研究生留学､58年からは実習

生留学がスタートしている｡

　図2-12からわかるように､民主共和国の留学生の送り出し数､特に学部留学生数は

渡航時期によって大きな変動がみられる｡第一のピークは1950年代半ばであり､1957年

に減少した後､60年代初頭に第二のピークに達している｡その後いったん1963~64年に

急激に減少し､60年代後半には極端に増加し､最大のピークを迎えている｡この時期に送

り出された学部留学生数は年3千人を超えるに至った｡70年代に入ると､年千人前後で減

少傾向に向かっている｡また､第一のピークは学部留学生だけであったが､第二のピーク

時には研究生や実習生も加わり､第三のピークではこれらの留学生も少数ながら増加傾向

を示している｡いずれにしても､民主共和国の留学生送り出しは､1960年代末まで一貫し

た増加傾向にあった国内の高等教育就学者数と比較すれぱ､量的には大きな変動を繰り返

したといえる｡

3-2　留学生の受け入れ国

　こうした留学生送り出し数の不安定さはどのような要因によるものであろうか｡それを

探る方法として､留学生の受け入れ国を形態別･時系列に観察してみたい｡

図2-1　3　:学郎留学生の受け入れ国(1952~75年)

-Jj-Jja¶･･r-ゝrJw-りrQ-r　rr¶八j･rikが6W-ベ=ふゝ゛1｢心ゝ･･゛ふ･･｣ご=-● 〃g-`゛゛“･`｢･“　-り¶rゝ･¶･゛``.つり4_ご八丿心ゝ7=
`Jj`.J匹`〃ヾり゛゛-=･〃Mij･=･心

アルバニア

　　O･2%ご　　モンゴル
　　　　　ノーら-

　　　レ　　　Oj2%

　ダ　　その他｡
ノ……ダ`‾0,0%'

　　　　　キ早一バ｡北朝鮮
ブルガリア　　MS｡　　215%

/Aンガリー

　5.0%ブ　几　1

チ果コスpバキア

　　　　M%=ゾ

　　ポ÷ランドy　　　　　　‘　　゛､｡.､,ノ

　　　　515%プ

ル¬マ平ア
　　　　　　　　　　s●ごJ`･y〃¶

　　　5ムム6%レ

出典:DiHo,p｡50をもとに作成

　『その他｣はサウジアラピア3人､インド2人､インドネシア1人を指す｡0.0%になっているのは､四

捨五入したため｡
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　学部留学生(総計26,967人)の留学先をみると(図2-13)､ソ連が46%と最大であ

り､次いで中国､東ドイツ､ルーマニア､ポーランド､チェコスロバキア､ハンガリー､

プルガリア､キューバ､北朝鮮､アルバニア､モンゴル､その他(サウジアラビア､イン

ド､インドネシア)の順となっている｡すべての受け入れ国が一党制の社会主義国である

点が特徴的である｡東欧諸国を合計すると約34%となり､ソ連に次ぐ留学先となっている｡

　次に､受け入れ国をソ連､中国､東欧､それ以外の諸国の4グループに分類し､時系列

に並べてみた(図2-14)｡これによると､第一のピーク時前(1950年代前半)は､ソ

遵よりも中国への送り出し数の方が若千多かったことがわかる｡しかし､1957年から58

年にかけて留学生の送り出しは実質的に中断されることとなった35｡これには二つの要因

が考えられる｡

図2-1　4　:学部留学生の送り出し数(1952~75年)

出典:Dj　H､o,p｡50をもとに作成

3　5　1957　年のベトナム人留学生受け入れ数はレソ連､中国ともにゼロであった｡翌1958年もそれぞれ13

人､11人にとどまった｡
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備考:

.『東欧諸国｣は東ドイツ､ルーマニア､ポーランド､チェコスロバキア､ハンガリー､プルガリア､ア

ル八二ア｡｢その他の諸国｣は､キューバ､北朝鮮､モンゴル､サウジアラビア､インド､インドネシア｡

･図中の数字は､ソ連邦の受け入れ数を示している｡

り965年のみは､中国の受け入れ数を斜宇体で示した｡

　第一は､1956年にソ連においてフルシチョフがいわゆる『スターリン批判｣を行うと同

時に､米ソ間に一時的な緊張緩和(デタント)の気運が生まれたことである｡これまでス

ターリン体制下のソ連に全面的な信頼を置いてきた民主共和国にとっては､フルシチョフ

の登場はその外交戦略を揺さぶるー大事であった｡民主共和国の親中国派はこの動きを｢修

正主義｣として警戒した｡ソ連への留学生派遣が減少したのはこうした政治的変化による

ところが大きいと考えられる｡

　もう一つの理由は､中国が1956年に学術･思想面の積極開放として進めた｢百家争鳴｣

政策によって､図らずも共産党への批判が高まり､これに対する反動として､翌57年に党

が右派分子の大量摘発(いわゆる｢反右派闘争｣)に乗り出し､高等教育現場が大混乱に陥

ったことである｡中国の影饗を受けて､ペトナム国内でも知識人や学生の間に文芸活動の

自由化を求める機運が高まり､政治的動揺を恐れた労働党執行部は1956年末にこれを弾圧

している36.こうした状況下で､教育現場の混乱を避けたい中越両政府の思惑が一致し､

中国への留学生派遣が一時的に制限されたと考えられる｡

　留学生数が再ぴ減少に転じた1960年代前半は､フルシチョフが権力基盤を強化して､ソ

連は次第に社会主義をめぐる中ソ間の路線対立が顕在化してきた時期であった｡冷戦体制

の現状維持によって平和革命を志向するソ遵と､暴力革命･プロレタリア独裁を掲げる毛

沢東中国との間に挾まれ､ベトナムは中ソに対して完全な等距離外交を図ろうとした37.

　1961年からの5ヵ年計画は工業化に重点を置いていたので､民主共和国は重工業の発達

したソ連の科学技術を習得するために多《の留学生を送り出したが､ソ連の対米共存路線

を警戒する姿勢をみせた民主共和国に対して､ソ連は留学生の受け入れを制限するように

なった38.一方の中国は､教育の量的拡大を目指した｢大躍進｣期(1958~60年)が終わり､

次の｢経済調整期｣(1961~66年)には教育の質的充実が重視されるようになり､このた

めペトナム人留学生の受け入れも一時的に制限されることになった｡

36知識人や学生は､新聞『人文J(Nhan　van)､雑誌『佳品』(Giai　Pham)などを発行して諭陣を張った

が､1956年12月にいずれも発禁処分となった,｡
37『ハノイは1960年代になるとソ連の対米共存政策を批判､再ぴ中国寄りに転じる｡しかし完全にソ連

を袖にしたわけではなかった｡(中略)ソ連や中国の駐ハノイ大使館で宴席が開かれると､ベトナム人た
ちはぴったり同じ時間だけ出席していた｡』松岡完(2001)『ベトナム戦争一誤算と誹解の戦場』中公新書､

JI32頁｡

3『民主共和国敵府もまた､ベトナム人留学生が僚正主義の影響を受けるのを恐れて､60年代初頭に｡はソ

遵で社会科学を学んでいた留学生を強制帰国させる措置をとった｡Boa　Phuong　Tran,　op,eil,26,p｡H9.
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　民主共和国の留学生送り出し数は､各受け入れ国が自国の事情を考慮して毎年決定し､

民主共和国の国家教育省(1965年からは高等教育省)に通知する仕組みになっており､ベ

トナム側は依頼･交渉を行うことはできても､最終決定権はなかった39｡このため､受け

入れ国の政治経済状況やベトナムとの外交関係といった､いわば教育の外側の問題によっ

て留学生派遣は大きく左右されたのである｡

　中国への留学生派遣は1965年に一時的に突出して増加するが､その後はほとんど停止さ

れることになった｡ベトナム労働党首脳部において親中国派のチュオン･チン(Truong

Chinh)らが､社会科学を中国から学ぶべきであると主張したことが反映され､1965年には

大量のベトナム人留学生が中国に派遣された｡しかし､中国では翌66年からいわゆる｢文

化大革命｣が始まり､高等教育は5年間にわたってほぽ完全に機能停止してしまったので

ある4o｡ベトナム人留学生は急きょ帰国を余儀なくされ､労働党の新中国派は政洽的影饗

力を失った｡中国はベトナム在住の華僑にも｢造反有理』を呼ぴかけたため41､抗米戦争

のための挙国一致･治安維持を重視する民主共和国は警戒を深め､以後､中越関孫は冷却

化をたどった｡いずれにしても､1965年に中国への留学生がどうしてこれほど突出したの

かは不明である｡

　こうして民主共和国の外交はソ連中心に傾斜していき､ソ連留学は抗米戦争がピークを

迎えた60年代後半には急激に増加したのである｡また､この時期から東欧諸国への留学も

活発化している｡ソ連への留学者数と東欧諸国への留学者数合計が､毎年ほぽ桔抗してい

ることは注目すべきであろう｡

　次に､研究生(1957~75年:計3.,391人)の受け入れ国を観察する(図2-15)｡研

究生の送り出しは1957年にスタートし､この時はソ連が12人､中国が5人を受け入れて

いる｡75年までの合計数をみると､ソ遵が最大の受け入れ国であった点では学部留学生と

共通しているが､学部留学生よりもソ遵の占める割合はより大きく､さらに東欧諸国が全

体の46%を占めている点が注目される｡対照的に､学部留学生の14%を受け入れていた中

国は､研究生の受け入れではわずか1%未満(21人)に過ぎない｡キューバ､北朝鮮など

の国々もみられない｡つまり､研究生の派遺先は学部留学生と比べてソ連･東欧諸国によ

39たとえぱ､1966年には民主典和国側は300人の研究生をソ連に送り出そうとしたが､ソ連側の事情で
実現しなかった｡Ditto｡p｣63.

4　o　1970-71　学年度に再開された後も､文革以前の量的水準に遠《及ぱなかった｡さらに､大学入学者の

多くは､｢幹部の親戚の口利きによる『裏口｣を使ったのであり､そのために本当の労働者･農民出身の

若者のみならず､知識人や専門職の家庭出身の若者が実質的に排除されてしまったのである｡その上､科

学や実験のための設備が被壊され､図書館が冒涜され､長掲間にわたって僻地で肉体労働に重視すること

を余儀なくされた知識人が意欲を喪失したjという状況に陥った｡ルス･ヘイホー(1993)(大塚豊訳)｢中

国の大学と西洋大学モデルJP｡G｡アルトバックレV,セルバラトナム編(馬越徹､大塚豊監釈)『アジアの

大学一従属から自立へJ玉川大学出版部､44頁｡中国ではベトナムに先駆けて195{}年代初頭から､ソ連

モデルに基づいた高等教育の樽造･機能面の再編成(いわゆる｢院系購整｣､｢教学改革｣)が実施された
がレ文革期の教育破壊活動はこうした高等教育の全面ソビエト化に対する―種の反動作用でもあった｡

41石井来雄監修･桜非由躬雄･桃木至朝編(1999)『東南アジアを知るシリーズ:ベトナムの事典丿鰐朋
舎におけるr中国との関保Jの項(執峯者は伊藤正子)､212頁｡
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り集中していることがみてとれる｡時系列的には､60年代半ばまではソ連だけに集中して

いたが､それ以後は東欧諸国への合計派遣数とソ連への派遣数がほぽ桔抗しており､この

点では学部留学生と同様の特微がみられる｡

図2-1　5　:研究生の受け入れ国(1957~75年)

　　　　　　ルーマニア
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出典:Ditto,p｡48をもとに作成

3-3　留学生の専攻分野･国内大学新入生との割合

　民主共和国から送り出された留学生の専攻分野はどうなっていたのであろうか｡衷2-

5では1969-70学年度における学部留学生数を専攻分野別に分類した(それ以前の学部留

学生および大学院留学生の専攻分野は不明)｡

この表からはいくつかの特微が読みとれる｡第一に､いわゆる自然科学分野の留学生が人

文･社会科学よりもはるかに多いことである｡第二に､自然科学分野の中でも､応用科学

系とくに工学系が圧倒的に多《､専攻分野が細分化されていることである｡図2-16-

2では､これらの学問分野を工学系､理学系､文科系､農学系､医学系､師範系の6つの

領域に分類した｡この図をみる限り､留学生の専攻分野として工学系がいかに重視されて

きたかを窺うことができよう｡また､文科系･理科系という枠組みでいうなら､全体の9

割近くは理科系が占めている｡

1331　-



ら
ゝ
4
″
A
ー
!
j
r
ン

|

表2-5:学部留学生の専攻分野(1969･70学年度)

人数

自然科学 2,071

機械工学 1,486

電子･電気工学 882

土木工学 725

化学工学 701

農林水産学 520

地質学 468

エネルギーエ学 425

金属工学 373

経済学 371

情報通信工学 365

外国語学 344

社会科学 324

輸送工学 317

鉱業工学 261

食品加工業 209

軽工業 172

医学･薬学 163

測量学 153

林産学 142

教員養成学 105

芸術学 99

海洋気象学 85

人文科学 47

体育･体操学 47

外交理論 15

出典:Ditto,p.57をもとに作成

　注:本表の留学生数は､当該年度における外国滞留者数であり､渡航者数ではない｡

　　　専門分野の名称は､上記文献のベトナム語表記に沿って訳出した｡

　　　明らかに工学系と思われる分野をゴチック体にした｡

図2-1　6　:学部留学生の専攻分野(1969-70学年度､大領域別)

農学系ケ
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出典:lbid｡

工学系:機械工学､電子･電気工学､土木工学､化学工学､エネルギーエ学､金属工学､情報通信工学､

　　　　輸送工学､鉱業工学､軽工業学､測量工学

理学系:理学､地質学､海洋気象学

文科系:経済学､外国語学､社会科学､人文科学､芸術学､外交理論

農学系:農林水産学､食品加工学､林産学

医学系:医学･薬学､スポーツ科学

師範系:教員養成学

　さらに注目されるのは､国内の高等教育において重視されてきた師範系が全体のわずか

1%(105人)に過ぎないことである｡同学年度のベトナム国内では､師範系は全体の30.7%

　(18,973人:正規牒程のみ)を占めていたのと対照的である｡エンジニア･テクノクラー

トの養成が､国内の大学および外国留学のいずれにおいても最重要視されてきた一方で､

学校教師の養成は主に国内の高等教育機関に委ねられたことがみてとれる｡

　こうした留学生の送り出しは､国内の高等教育機関への進学機会とどのようなバランス

にあったのであろうか｡図2-17は､留学生送り出し数の国内大学新入生数(学部段階

の正規課程のみ)に対する比率を時系列に並べたものである｡これによると､送り出し留

学生の比率は､国内の高等教育がまだ未整備であった1955-56学年度は別として､ほぽ国

内新入生数の10~20%を推移している｡前節で観察したように､国内の大学新入生数は

1950~60年代を通じて増加の一途をたどり､1970年代にはやや減少している(図2-8)｡

留学生の送り出し数はこれよりも変動は大きかったが(図2-12)､60年代後半に大幅

に増加したことによって､国内新入生に対する比率はほぽ安定している｡このことは､民

主共和国政府が､大学入学予定者のうち､常に一定比率(10~20%)の成績優秀者を外国

留学させるように配盧したことを示しており､受け入れ国が最終決定権をもっていたにも

かかわらず､留学生の送り出し数に関して民主共和国側が一定の調整機能を果たしていた

ことを示している｡

　このように民主共和国の留学生送り出し政策からは､いくつかの特微を胱みとることが

できる｡第1に学部留学生が大多数であったということ､第2に留学先はソ連､中国､東

欧諸国の3地域に集中しているが､ソ連への依存度が圧倒的に大き《､中国への送り出し

は学部留学生にほぽ限られ､文革以後は事実上ストップしたこと､第3に留学生の専攻分

野は圧倒的に理科系が多く､それも工学系の諸分野が重視されたこと､第4に留学生の送

り出し数と国内の大学新入生数とは､ほぽ一定のバランスが保たれてきたことである｡

　しかし､これらにも増して特微的なのは､民主共和国の留学生送り出しが､社会主義の

ニ大国であるソ連と中国の政治情勢に常に左右され続けてきたことであろう｡両国の対立

はベトナムにとって必ずしも望ましいことではなく､たぴたぴ外交路線の変更を余儀なく
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された｡それでも民主共和国にとっては､両国との外交関孫を常に均衡させながら､次代

の指導者層の養成と抗米戦争への軍事的援助を継続する必要があったのである｡
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図2-1　7　:国内大学新入生数と留学生数のバランス

　
学年度

出典:Ditto,p｡7,p.47をもとに作成｡

　注:国内の大学新入生数は､学部段階の正規諜程のみ
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第3節　｢ソビエト高等教育モデル｣の受容と反応

　民主共和国が社会主義高等教育を建設する上で､ソビエト教育モデルは最も大きな影響

を及ぽした｡それは､どのような方法でもたらされ､どのような内容を伴うものであった

のか｡また､ベトナム側はソビエト教育モデルに対してどのような反応をみせたのか､本

節ではこれらの点について検討する｡

1 ソビエト高等教育モデルの受容

1-1　なぜソビエト高等教育モデルを選択したか

　発展途上国が自前の高等教育システムを建設する場合､一般的にみられる方法は､諸外

国の高等教育モデルの中から自国に適合可能な部分を取捨選択するというやり方である｡

これにはさまざまな形態がある｡まず､その国が植民地であったかどうかという歴史的柴

件を見逃すことはできない｡植民地経験がない国では､その国の自由意志によって教育モ

デルを選択できる度合いはより大きい｡明治時代の日本の場合､複数の欧米先進国に対し

て留学生の送り出しや専門家(いわゆる｢お雇い外国人｣)の招聘を行ったが､教育モデル

を取捨選択する自由は日本政府にあった｡

　一方､旧植民地の場合は多かれ少なかれ､すでに宗主国の教育モデルが導入されており､

この遺産を部分的にせよ継承していくのか､あるいは完全に払拭するのかという問題に直

面することになる｡旧宗主国モデルを継承する場合､どの程度を継承し､同時に新国家の

国民統合に必要な新しい要素をどの程度加えるのかという点が重要になる｡旧モデルを完

全に払拭する場合は､新たにどのような教育モデルを導入するのか､それとも完全に自前

の教育制度を作るのかという課題に直面することになる｡

図2-1　8　:植民地経験と教育モデル選択の関係

なし
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　図2-18では東‘東南アジア諸国における植民地経験の有無と教育モデル選択の関係

を表した.周知のようにヽ植民地経験をもたない日本とタイ､半植民地化されたものの国

家としての主権は存続した中国を除けば､これらの国の大半は植民地時代を経験している｡

独立後の教育モデル選択には大きく3つのパターンがみられる｡それらは､①旧宗主国の

教育モデルを部分的に継承した国I(マレーシア､シンガポール､フィリピンなど)､②旧

宗主国の教育モデルを完全に否定した上で､新しいモデルを模索した国々(韓国､インド

ネシアなど)､③旧宗主国の教育モデルを完全に否定した上で､社会主義型の教育モデルを

導入した国(ベトナムなど)の3つである｡いずれの場合も､いったん外国教育モデルを

導入した後は､それを自国の実情に適合させること(｢自国化｣)に腐心した｡

　ここで注目したいのは､旧宗主国の教育モデルを部分的に継承するのか､あるいは完全

に否定するのかという選択､および摂取する教育モデルを欧米先進国のモデルにするのか､

それともソピエト流の社会主義モデルにするのかという選択は､教育問題というよりも多

分に政治問題であったということである｡つまり､前者の選択は独立の過程における宗主

国との関係が大きく起因しているし､後者の選択はこれらの新興独立国が､冷戦体制下に

おける東西どちらの陣営に組み込まれたのかという政治情勢に大き《依存した｡たとえぱ､

韓国やインドネシアでは独立の過程(朝鮮戦争､インドネシア独立戦争)で宗主国(日本､

オランダ)との関係は改善されず､独立後しぱらくは宗主国と断交状態になった｡中国や

ベトナムがゾ遵邦の教育モデルを取り入れたのは､一義的にはこれらの国が東側陣営に加

わったことによるものであり､ソ連邦の教育システムが欧米の教育システムよりも優れて

いたかどうかということは二義的な問題であった｡

　それでは､社会主義型の教育モデルがなぜソビエト教育モデルでなけれぱならなかった

のか｡この問題もまた当時の政治情勢に大きく関わっている｡民主共和国が抗仏戦争下で

フランス植民地モデルに代わる新しい教育モデルを模索していた時､民主共和国はすでに

束側陣営に組み込まれていた｡1950年1月には中国とソ遵邦が民主共和国を承認したこと

に剌激され､翌月にはアメリカとイギリスは親仏傀儡政権であったパオダイ･ベトナム国

を承認したのである｡この伏況下で民主共和国の友好国は､社会主義国であるソ連邦､東

欧諸国(東ドイツ､チェコスロバキア､ポーランド､ハンガリー､ルーマニア､プルガリ

ア､ユーゴスラビアなど)､成立間もない中華人民共和国(1949年建国)と朝鮮民主主鍍人

民共和国(1948年建国)､モンゴルなどに限られた｡

　このうち､東欧諸国は第二次世界大戦後の荒廃状態から立ち直っておらず､コメコン(経

済相互援助会議:1949年殺立)を通じてソ連邦からの援助に依存している伏況であった｡

ト旧宗主国の教育モデルが継承された部分としては､基本学制､教授用語､カリキュラムなどがある｡一

般的に言って旧莫米領諸国では継承された度合いが大きい｡これは､旧宗主国であるイギリス･アメリ力

との関係において､自槍･独立が比較的スムーズに行われたことが大き《起lしている｡反対に､仏領植

民地や蘭饌植民地の多くでは独立に反対する宗主国との間で独立戦争が勃発し､独立の達成は櫨民地体制

を完全に否定することを意味した｡
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新中国もまた､建国当初の国土は内戦によって荒廃していた｡国家建設はソビエトからの

援助に大きく依存し､50年代に教育制度もソピエト式に再編された｡朝鮮半島は1950年

に内戦に突入し､キューバは1959年の革命までアメリカの強い影響下にあった｡

　この時期､ソ連は革命から30年が経過し､第二次大戦で膨大な人的物的損害を被りつつ

も､著しい経済･工業発展を達成していた｡このおかげで､｢ソ遵の指導者は､広大な農業

国家を世界第二位の工業国に成長させることができたのも事実である｡二十年間(一九三

〇年から一九四〇年まで､一九囚五年から一九五五年まで)､ソ連の発展は資本主義国のそ

れよりも明らかに優位にあった｡｣2ソ遵経済の土台となったのは､国家計画委員会(ゴス

プラン)を中心とした計画経済システムであり､ソ連邦はこの独特の国家運営システムを

経済援助とセットにする形で友好国に輸出した｡

　つまり､1950年代における社会主義の三つの中核地域(ソ遵､東欧､中国)のうち､ベ

トナム近代化のために実質的支援を与えることが可能だったのはソ遵だけであり､東欧と

中国はともにソ連の被援助国であった｡こうした状況下で民主共和国がソ遵の政治･経済･

教育モデルを導入したのは当然の帰結であり､他に選択肢はなかったのである｡あえて極

言すれぱ､高等教育は国家行政システムの一部として､政治に従属する存在であった｡

1-2　民主共和国1 こ対するソ連の教育支援

　これまで検討してきたように､民主共和国は独立国としての教育システムを形成する上

で､外国から多《の援助を受けてきた｡ベトナム人留学生の受け入れは､ソピエトが1951

年､東欧諸国が1952年､中国が1953年に開始している｡また､1951年には抗仏戦争の戦

火を避け､中国政府の協力を得て､南寧に自然科学系の高等師範学校や基礎科学大学が設

立された｡完全独立直後の1955年末には､ソ連邦の大学省から専門家が招聘され､抗仏戦

争終了後の高等教育再編に大きな役割を果たしている｡このように､民主共和国に対する

外国の教育援助は1950年代に始まったといえる｡

　民主共和国と中国との関係が50年代初頭の蜜月時代から次第に冷却化に向かった一方

で､ソ連との良好な外交関係は民主共和国の国家建設にとって不可欠な条件であった｡実

際に､ソ連の対ベトナム教育援助は友好国(いわゆる東側陣営諸国)の中でも圧倒的な規

模を誇り､民主共和国の教育システムに大きな影饗を及ぽすことになった｡

　ソ連の対ペトナム教育援助に関する協定は50年代に整備されている｡その一つが､民主

共和国が完全独立した直後の1955年8月に定められた､｢ソビエト遵邦の中等･高等教育

機関におけるベトナム民主共和国公民の学習活動に関する二国間協議｣(Hiep　Nghi　giua

Chinh　Phu　viet　Nam　Dan　Chu　Cong　Hoa　va　Chinh　Phu　Lien　Bang　Cong　Hoa　xa　Hoi　Chu　Nghja

xo-Viel　ve　Van　De　Hoc　Tap　cua　Nhung　Nguoi　Cong　Dan　Nuoc　到et　Nam　Dan　Chu　Cong　Hoa

I　Gyマルチネ(1972)(熊田亨訳)『五つの典産主義(上)j岩波新書､123頁｡
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tai　Cac　Truong　Trung　va　Cao　Cap　o　Lien　xo)(以下､『ソ連留学に関する協議』と略称)

である3.同協議はヽベトナム人留学生のソ連派遣に関し､両政府の主管官庁(ソ連の大学

省と民主共和国の国家教育省)､留学生の資格･種類､ロシア語教育､寄宿舎､奨学金など

について9箇条にわたって規定している4.

　これを指針として､1952年から75年までの間に､ベトナムから学部留学生12,388人(送

り出し数全体の46.0%)､大学院留学生1,807人(53.3%)､研修生509人(同50.4%)､

のべ14.704人がソ連に留学したことは前節で明らかにしたとおりであるs｡この数は､ベ

トナムから送り出された全留学生数のほぽ半数に達する｡量的規模において圧倒的であっ

たのみならず､質的な面においても､ソ連派遺留学生はベトナム国内で最も優秀な成績を

修めた学生が選抜された｡

　もう一つは､1957年2月に締結された｢ベトナム民主共和国とソビエト社会主義共和国

連邦の文化協力協定｣(Hiep　Dinh　Hop　Tac　van　Hoa　giua　Nuoc　viet　Nam　Dan　Chu　Cong　Hoa

va　Lien　Bang　Cong　Hoa　xa　Hol　Chu　Nghia　xo-viet)(以下､『文化協力協定』と略称)で

ある｡同協定は科学･教育､文化･芸術､映画､情報･新聞雑誌･放送､大衆文化活動､

一般規定の領域別になっており､このうち科学･教育に関しては次のように規定されてい

る6.

　第1条:両国は､各科学研究組織､各教育機関の協力事業を奨励･援助するものである｡

　第2条:科学･教育面において両国間の協力体制を強化し､より広範囲にわたって成果を生み出すため

に､次のことを定める｡

　　a)科学研究活動において､報告書､資料､書籍､定期刊行物などの交流を図る｡

　　b)各専門家､文化･科学幹部､公民の交流を奨励する｡

　　c)教育面での人的経験交流､学校教育の方法諭に関するカリキュラムや教材の交流､教育問題に関

　　　する書籍や定期刊行物の交流を図る｡

　　d)両国における学習･実習を可能にするため､互いの留学生に奨学金を支給する｡

　『ソ遵留学に関する協議』がベトナム人留学生のソ連派遣についての規定であるのに対

し､『文化協力協定』はソ連･ベトナム両国の相互協力を謳う内容となっている点に特微が

3　BO　Ngoa1　Giao,Cong　Hoa　xa　Hoi　Chu　Nghia,　viet　Nam&BO　Ngoai　Giao　Lien　Ba.ng　Cong　Hoa　xa　Hol　Chu

Nghia　xo-viet(1983),町el酌1盾£/邸加即励眉如朗扮り舒FSの,Nh　xuat　Ban　Ngoal　Gjao,　hnoi,

pp,　20-23,　(ベトナム民主共和国外務省･ソビエト社会主義共和国連邦外務省編rベトナム･ソ連関係の

30年(1950-80)』)

4ロシア羅が未熟な者にはi年間のロシア語訓練が牒される(第3条)｡ソ連政府からの奨学金として中等
教育留学では月400ループル､大学留学では月500ルーブル､実習生は月900ルーブルが支給される(第

5条)など｡DIHo,pp｡20-23.当時のルーブルの対米ドル交換レートは1:1であったが､食品や消費

財などはきわめて安価に抑えられたので､ソ連留学生の生活は比較的恵まれていたという｡

5実捺には､}955年の時点ですでに多くのベトナム人がソ遵留学をしていた｡上記の協議は先行している

現実を追豚･強化する形で整備された｡

6　DIHo,　pp｡30-3!｡
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ある7.この協定に基づいて､ソ連邦から多《の専門家が招聘され､､ソ連邦の大学をモデル

とした大学が民主共和国に新設され､学術面で多くの交流が行われることになった｡また､

両国の大学間協力も奨励され､南北統一までに次のような提携関係が成立していた8.

ベ ム

ハノイエ科大学

総合大学

土木大学

経済計画大学

ハノイ第一師範大学

ヴィエトバク師範大学

ハノイ外国語大学

鉱山･地質大学

交通大学

美術工業短大

外国語師範大学

ハリコフ(Kharkov)9工科大学

ノヴオシビルスク(Novosibirsk戸総合大学､モスクワ総合大学

モスクワ土木大学

モスクワ･プレカノフ(Plekhanov)経済学院

ミンスク(Minsk)11教育大学､モスクワ･レーニン教育大学

アルマ･アタ(Alma-Ata)12教育大学

モスクワ外国語学院

モスクワ地質学院

モスクワ運輸･鉄道大学

モスクワエ業美術大学

ヤクート(Yakul)13外国語教育大学

　専門分野の共通する専門大学同士で提携が結ぱれたことがみてとれる｡ベトナム側の大

学がそれぞれの専門分野におけるほぽ唯一の大学であるのに対し､ソビエト側は同分野に

数多《存在する専門大学の中から､有力な大学が選ぱれている｡ベトナムの南北統一後は､

新たに次のような姉妹提携が結ぱれた｡ハノイの主要大学はモスクワの大学と提携を結ぷ

ケースが多かったが､ホーチミン市(旧サイゴン市)の主要大学はソ連邦第二の都市であ

ったレニングラード(現サンクト･ペテルプルグ)の大学と姉妹提携が結ばれており､一

定の政治的バランスがはたらいたことが推測される｡

7相互協力とはいっても､実態はベトナム側の一方的な受け入れであった｡たとえば､1950年代以降､民

主共和国ではロシア語教育がさかんになったが､ソ連でベトナム語教育が行われることはほとんどなかっ

た｡Hoa　Phuong　Tran　(1999),y/el刀a尉認がj昴町釦罪aり卯aH力e/肘eμecり卯θ//7/?刀cが郎がぶθyje/

j訂/びe刄c邸,PhレD.thesis　of　Stale　universi　ty　of　New　York　al　Buffalo,　pp.122-123,

8ホーチミンが1959年にソピエト訪問をした時に提唱し､実現された｡しかし､ベトナムの大学教師に

よると､実際には学長レペルの親善訪問やロシア語書籍の寄贈などにとどまり､一般の教師間の交流はあ

まりみられず､成果は乏しかったという｡DiHo,p｡133,p｡221.および､BO　Giao　Duc　va　Dao　Tao(1996),

崩卯gJ顛ye卯郎絢9卯c　reひ卯刀刄の部加c　ya狗θnl∂,Nha　xuat　Ban　Gjao　Duc,　pj44.(教育訓

練省『教育･訓練の国際関係に関する指導』)を参照｡

91ウクライナ共和国北東部の工業都市｡
loロシア共和国中部の大都市｡ソ連邦=ロシアにおける学術中心地の一つ｡

"旧白ロシア共和国(現ベラルーシ共和国)の首都｡

'リ日カザフ共和国(現カザフスタン共和国)の首都であった(1997年まで)｡現名称はアルマトゥイ｡

13ロシア共和国内の旧ヤクート自治共和国(現サハ共和国)｡
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ベトナム民主共和国側

ホーチミン市総合大学

ホーチミン市工科大学

ホーチミン市経済大学

ホーチミン市師範大学

ソ運邦側

レニングラード総合大学

レニングラード技術大学

レニングラード経済大学

レニングラード師範大学

　このように､ソ遵邦の対ベトナム学術支援には､①ベトナム人留学生の受け入れ､②ソ

遵人専門家の派遣､③各種学術インフラ･リソースに対する支援､④大学間提携による個

別交流､などの形態があった｡これらの支援によって､ベトナムの高等教育システムはソ

ビエトの高等教育からどのようなインパクトを受けたのであろうか｡ソピエトモデルの影

響を構造面と機能面の両方から検討してみたい｡

1-3　構造面におけるソピエトモデルの影響

　民主共和国高等教育の構造面においてソビエトモデルが大き《影饗したと考えられる点

として､私学セクターの廃止､総合大学と専門大学の分離､省庁別の大学管理､研究と教

育の分離などが挙げられる｡

　第1に､1956-57年度に実施された第二次教育改革において､高等教育を含む全ての教

育段階にわたって私学セクターが廃止され､国家の直接管理下に厦かれるようになったこ

とである｡仏領期の越仏学校では授業料は原則として無料であったが､ベトナム人にとっ

ては高額の寄宿費が微収された｡カトリック系の私立学校では授業料も有料であった｡こ

れらは第二次教育改革後はすべて熊料とされた14.高等教育機関が政府の直轄という性質

は仏領時代いらい一貫しており､授業料の無料制度はドイモイ路線がスタートする1980

年伐後半まで維持されることになった｡

　第2に､大学の形態が大き《総合大学と専門大学に二分されたことである｡総合大学で

は基礎科学･理論が重視され､数学､物理学､化学､生物学､史学､文学レ言陪学などの

専攻分野が設置された｡卒業生は科学研究者･大学教師あるいは中学や高校の教師になる

のが一般的であった｡一方､数多《細分化された専門大学では各分野におけるエンジニア･

医師などの専門職養成を目的とし､徹底した職業教育が行われた｡量的には､ソ連邦にお

いてもペトナムにおいても専門大学が総合大学を圧倒したがls､両国とも総合大学は高い

“寄宿費なども無料であった｡
1り9卵年のソ連邦では総合大学は40校(全大学数739校)存在し､総合大学の就学者は全大学生数の

10.4%(248.%2人/2,396jO{}人)を占めた｡ゾ連邦において1960年代以降に新殷された総合大学は､

その多くが前身は峰範大学《卯年代以降の教育大学とは別組織で､56年に廃止された)であった｡相原

次男(1994)rソビエト高辱教育の社会敢策的研究Jレ風関書房､189-196頁｡なお√ベドナム民主共和国で

は庸北統一されるまで総合大学はハノイに1校存在しただけであった｡
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文学､

官僚一教師の養成

､社会科学など

農学

応用性

　　　社余主

人文･社会科学

　図2-19は､民主共和国の学問分野を､応用性一純粋性､ハードサイエンスーソフト

サイエンスの2つの軸によって類型化したものである｡現実課題に直結している工学､農

学､医学､経済学､教育学などは各専門大学に細分化されたのに対し､数学､物理学､文

学､史学､言語学などの学問は総合大学に統合されたことを示している｡総合大学には自

然科学系の科学者を養成するのみならず､マルクス=レーニン主義に基づいた政治科目を

教える大学教師を養成するという使命もあった｡

　第3に､専門大学の多くは国家教育省(あるいは大学･中等職業教育省)以外の中央省

庁によって監督されたという点である｡総合大学､師範系大学16､外国語大学､工科大学

など多くの大学が国家教育省(1965年以後は大学･中等職業教育省)の直轄下にあったが､

一方でいくつかの主要専門大学は個別の中央省庁(以下､親省庁と通称する)の傘下に庸

かれた｡たとえぱ､ハノイ医科大学や薬科大学は厚生省､ハノイ建築大学は建設省､財政

会計大学は財務省､美術短大は文化省(現在の文化･情報省)､林業犬学は農業･農村発展

注:学問分野は一部を示したにすぎない｡政治学や法学は社会科学の一部として扱われ､学問分野として

独立していなかった(南北統一後に法科大学が殷立された)｡

診イデオロギー

“1965年以後は大学･中等職業教育省が股立された後も､師範系の大学は従来通り国家教育省の管轄下

に麿かれた｡
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社会的威信を保ち続けた｡

図2-1　9　:民主共和国における学問分野の類型化
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省などに管理された17.

　すべての高等教育機関のカリキュラム､入学定員､教師定員､卒業生の就職先などは､

国家教育省あるいは大学･中等職業教育省が一元的に管理･調整したが､同時に各中央省

庁は傘下の大学に対して大きな影響力を及ぽした18.その第1は大学の予算がそれぞれの

親省庁から配分されたことであり､第2は教職員の実質的な人事権を親省庁が握っていた

ことである｡さらに第3は､各大学に期待された最大の機能が､親省庁傘下の政府機関･

国営企業に人材(主ンジニア､テクノクラート)を供給することであったということであ

る｡国家教育省あるいは大学･中等職業教育省は､高等教育行政の全般的なガイドライン

を示し､各大学のバランスを総合調整する機能を果たしたが､個別省庁が持つこうした既

得権益を侵すことはできなかった(図2-20)｡

図2-20:専門大学と親省庁の関係

　第4に､民主共和国の大学･短大のほとんどは教育活動に専念し､研究活動の大半は政

府腹轄の研究所で行われてきたという点である｡独立当初は､科学者の養成はソ連邦の大

学･研究機関に留学生を派遺する方針をとってきたが､1960年代に国内の研究機関が整備

17各省庁の名称は､白石昌也編(2000)･『ベトナムの国家機構』明石書店､37頁に準掬した｡

18チャン･チ･ダオ､ラム･クアン･チェップ､デイヴィッド･スローパー(1998)｢高等教育の組織と

管理運営｣デイヴィッド･スローパー､レ･タク･カン編(大塚豊監訳)『変革期ベトナムの大学』東信

堂､90,92貧｡なお同書の冪版は､David　Sloper,Le　Thac　Can　edj　t｡　(1995),jy7μeが向ca//a幻jげj,e/nl;
印顛卯即が加即卯ぶe,SI｡MarHn'　s　Press｡
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されるようになった｡民主共和国における国立の研究所には､大別して3つのランクが存

在した｡最も威信が高いのは政府直轄の国家センター群であり､科学国家センター､原子

力国家センター､技術研究国家センター､社会科学国家センター､経済管理研究国家セン

ターなどがある19｡これらはセンターという名称の研究所群であり､それぞれの傘下に多

《の研究所を擁していた｡国家研究センター群は大規模かつ予算面で最も恵まれており､

主として大型の基礎研究が実施された｡第二に､各中央省庁や地方各省の管理下にある研

究所群がある2o｡第三に各大学に設置された小規模の研究所､実験室である｡特にエ業系

の専門大学には多くの実験室が設置された｡

　ソピエトモデルとして特微的なのは､科学技術行政が多くの政府機関に委ねられたこと

である｡政府直轄の国家センター群はそれ自体が各省庁と同格の行政組織であった｡各中

央省庁や地方各省の研究所群は､それぞれの親省庁から監督･予算措置を受けた｡このた

め､国家教育省および大学･中等職業教育省が管理できたのは､直属する教育関係の研究

所と同省傘下の大学に設置された研究所･実験室のみであった｡こうした性格は今日にお

いても基本的に変わらず､教育訓練省(教育省と大学･中等職業教育省が1990年に統合さ

れて設立)の傘下には全研究職の31%が従事しているが､彼らが受けている予算は国家研

究予算の6%にすぎない21｡

　民主共和国がモデルとしたソビエトの学術システムにおいても､高等教育機関(総合大

学､専門大学)と研究機関(科学アカデミー)が分離されていた｡とりわけ､科学アカデ

ミーはソ連邦の最高学術機関として閣僚会議の直轄とされ､4つの大領域(物理工学･数

学､化学工学･生物学､地球学､社会科学)､200以上の学術施設､4万人以上の研究者を

擁する巨大組織であった22.ただし､アカデミーは大学卒業生のうち優秀な者を受け入れ

て大学院教育を行う一方で､ソピエトの大学の多くは自前の大学院牒程を設厦していた｡

つまり､研究者の養成は大学とアカデミーという両系統で行われたのである｡これに対し､

民主共和国の大学は､大学院課程が設置されない純然たる学士課程機関であり23､一方で

研究機関のスタッフの多くは帰国留学生によって占められていた｡このため､ソ遵邦以上

に大学と研究機関は疎遠な関係となり､科学技術行政と高等教育行政は別々に行われるこ

とになった｡

19最近(1990年)のデータによると､この第一ランクの研究機関は83機関(うち化学国家センター傘下

45機関､社会科学国家センター傘下18機関)｡ダン･バ･ラム､ギエム･スアン･ヌン､デイヴィッド･

スローパー(1998)｢研究括動と高等教育｣前揚書18､148頁｡
'o　1990年のデータでは､この第ニランクの研究機関は181機開｡たとえぱ2002年現在､教育訓練省には

教育発展研究所(vien　NghLen　Cuu　Phal　Tren　Gjao　Duc)と教育科学研究所(Vien　Nghien　Cuu　Khoa　Hoc　Gjao

Duc)などがある｡

''ダン･バ･ラム､ギエム･･スアン･ヌン､デイヴィッド･スローパー､前掲論文19､164頁｡

"日立デジタル平凡社(1998)『世界大百科事典第2版』における『ソピエト連邦科学アカデミー｣の項

を参照(執筆者は袴E日茂樹)4

"民主共和国の大学に大学こ院課程が殷置されたのは､南北統一後のことであつた｡グエン･ティエン･
ダット､デイヴィッド･スローパー｢大学院教育と大学教員の癩階｣前掲書18､131-133頁｡
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1-4　機能面におけるソビエトモデルの影響

　高等教育の機能面においてソビエトモデルが大きく影響を及ぽしたと考えられる点を

検討したい｡インプットとアウトプットに関しては､入学･卒業･就職の完全な国家管理

が挙げられる｡スループット(高等教育の中身)については､政洽教育と労働実習を必修

化したカリキュラム､ロシア語の重視などを指摘することができる｡

　最初に､インプットとアウトプットについて検討する｡民主共和国では普通教育第三段

階の卒業試験合格者叫こ対し､全国統一の大学入学試験を実施した｡その際､受験者は志

望校を1校リクエストすることができたが､志望校に入学できるかどうかは入試成績､高

校までの成績､家族状況2s､本人の品性･素行などによって国家教育省(または大学･中

等職業教育省)が最終決定する仕組みになっていた｡なお民主共和国には､正規の中等普

通教育とは別に､労働者や農民のための補習教育機関として｢文化補習校｣(Truong　BO　Tuc

van　Hoa)が多く設立され､その卒業生は大学入試の際に優遇措置を受けることができた'6.

　ソピエト連邦の教育制度では､言うまでもな《教育機関はすぺて国営であり､7歳入学

で10年制(3-5-2制)の義務教育が実施されていた27.7歳入学で8年間の履修(普

通教育学校のうちの初等段階3年間と前期中等教育段階5年間)を終えたところで､その

まま残って普通教育学校諜程で第9･第10学年に進む者と､テフニクム(中等専門学校:

4年制)や職業技術学校などの職業教育コースヘ進む者に分かれた｡したがって大学入試

の受験者は､普通教育コース第10学年あるいはテフニクムを修了していることが求められ

た｡大学入試においては成績による選抜が原則であったが､実際には兵役経験考や農民､

国営企業などからの派遺者､特定の専門大学(教育系､農林水産系､医学系など)の志願

者は優先的に入学することができた28.

　ソ連邦では､大学を卒業すると国家の経済計画に基づいて職業配分がなされた｡つまり､

　｢卒業後は国家職業配分政策(1930年以来)の適用を受け､同じ専門の職業分野に就業す

24普通教育第三段階(高校)卒業試験の合格率は､学年度によって異なるが､平均すると約70~80%で
あった｡Viet　Nam　Dan　Chu　Cong　Hoa　(1976),厨郎の却勁朗g恥丿即/v∂l戸力a/　7irj朗の肋狗c拗/加c

りrr邸g崩ca即朗/V訟fep　jタ55-75,BO　Dai　Boc　va　Trung　Hoc　Chuyen　Nghiep,　p｡IZ2.(ベトナム民

主共和国『統計年鑑:大学･中等職業教育発展の20年:1955-75年』大学･中等職業教育省)

2sたとえぱ､家族の中に戦死した者(｢革命烈士｣と尊称される)がいれぱ､優先的に大学に入学するこ

とができた｡逆に､親族が南ベトナム政府の要人だったりすると､入学はきわめて不利となった｡

26とくに1951年にハノイに設立された｢中央工農文化補習校｣(Truong　BO　Tuc　Van　Boa　Cong　Nong　Trung

uong)は文化補習校の中で最も規模が大きく､1958年には同校からの大学進学者数は普通教育第三段階か

らの大学進学者総数を上回つた｡Doan　Viel　Hoal(1971),7卸加腎加周朗/θ/均必r刀脚励er甜ぴcおj朗
丿刀Fjが刀紹j　j4R)即ぶ顛a/1訂a/顛がS,ひご加叩θ/n/cjj戸好ceぶ,Ph｡D｡{hesjs　of　The　Florida　Stale

UniversHy,pp.197-198.また､少数民族の子女で中等教育を修了した者は､無試験で大学に入学するこ

とができた｡Hoa　Phuong　Tran,　op｡cH｡7,p｡141.

゛7ソ遵邦では1984年に制度改革が行われ､義務教育は初等段階が1年延長されて11年制となったが､

本節ではそれ以前の制度を対象とレている｡詳しくは､小島弘道(1985)｢教育改革の基本方向｣川野辺敏

箱『ソビエトの教育改革』明治図書､7-29頁｡

18相原次男､前掲書15､6ト69頁に詳しい｡ソビェトの優先入学には､無試験入試(入試成績とは無関
係)､無競争入試(一定の入試成績が必要)などさまざまな形態があった｡
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ることが義務(3年間)づけられているj　29仕組みになっていた｡卒業生の具体的な配分

は､ゴスプラン(国家計画委員会)の方針のもとに､大学内に設置された配分委員会が実

施した｡配分に際しては学生の専攻分野が重視されるが､総合大学の卒業生は専門分野と

あまり関係のない教職に配分されることが多かった｡ソビエト連邦高等教育の職業配分政

策を詳細に分析した相原次男(1994)によれば､学生の希望を無視して配分が行われたので､

学生が赴任地に出頭しなかったり､義務就労期間中(3年間)に転職するケースが非常に

多かったという3o｡

　民主共和国では､大学卒業時には卒業試験の成績と本人の志望先をもとに国家教育省

　(または大学･中等職業教育省)が就職先を決定･通達した｡ソ遵邦と異なり､国内の大

学生･外国派遣留学生とも職業配分に際して志望先が聴取され､一定の参考にされた｡ま

た､配分先での義務就労期間も明確に定められておらず､職場間の交渉によって比較的自

由に転職することができた｡配分先を辞職･転職した場合の奨学金の返還酸務もなかった3'｡

このように､民主共和国では高等教育のインプットとアウトプットは国家によって完全に

管理され､入学者選抜においては労働者､農民､少数民族などに対して優遇措庸がとられ

た一方で､卒業後の就職配分は当時のソ遵邦と比べると相対的に自由度が大き《､配分先

はいわぱ｢最初の就職先｣という程度の位置づけであった｡

　次に､高等教育の教育内容(スループット)について検肘したい｡

　民主共和国では｢社会主義に基づ《高等教育｣(giao　duc　dai　hoc　theo　chu　nghia　xa　hoi)

の建設を目指したが､この言葉には社会に基づいた高等教育という字義に加え､社会主義

を実現･建設するという意味も込められていた｡モデルとなったソ遵邦の大学教育では､

専門的知識･技術とマルクス=レーニン主義に立脚した世界観の両方を身につけた専,門家

を育成することが求められた3'｡学生には特定分野の専門知識だけでな《､大衆･労働考

を導《存在としての政治的資質も要求されたのである｡

　ソビエト高等教育をモデルとしたベトナム民主共和国においても､マルクス=レーニン

主義に基づく政治教育が行われた｡民主共和国の大学カリキュラムの骨格は､ソ連邦の大

学と同様､①基礎科学､②専門科学､③社会科学から構成されており､①と②が個別の大

学･専門分野によって異なるのに対し､③はすべて共通･必修であった｡

29同上､232頁｡この制度は､スターリンの工業化政策との関連で1930年から開始された｡
3°同上､226-228頁｡相原によれば､ソビエトの大学5年生には､職業配分を待つ恐怖感のあまり､｢第

5学年次症候群｣と呼ばれる病状が広がったという(同202頁)｡着任拒否をした者の割合は総合大学や

教育大学において特に顕著であり､卒業生の30~45%に上った(同203頁)｡また､1960年代には技術考

が過剰に生産されたため､大学での専攻分野と就職分野が不一致するケースが多くなり､それまでソビ工
トで最も威償の高かった技術大学の人気が釦年代末には急落したという(同185頁)｡

3t国内外で高等教育を受けた40~60代のベトナム人多数に対する聞き取りによる｡実際のところ､民主

共和国でもゾ連邦と同様に技術者が過剰に養成されたため､大学で学んだ専門と就職先とがミスマッチす

るケースが多《発生した｡分配先の職場から不適格として大学･中等職業教育省に迭り返されるケースも

少なくなかつた｡Hoa　.Phuong　Tr紐｡op｡cj工7,p｡164.
"相原次男(1994)rソビエト社会におけるインテリゲンチャ形成の問題-ペレストロイカ以前とペレス

トロイカ期の比較から-｣レ前捕書15､269頁｡
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　政治科目の種類には､｢ベトナム労働党史｣､｢マルクス=レーニン主義哲学｣､｢政洽経

済学｣､｢科学的共産主義｣があった｡履修の順序は､最初に｢ベトナム労働党史｣､次に｢マ

ルクス=レーニン主義哲学｣と｢政洽経済学｣､最後に｢科学的共産主義｣を学んだ｡これ

らの科目は初年次に集中的に履修し､上級学年でも一定の履修時間が設けられた｡総履修

時間は計330時間に達し3≒全カリキュラムの1割強を占めた｡

　　｢ベトナム労働党史｣は植民地時代からのベトナム労働党(その前身であるインドシナ

共産党)の闘争史､社会主義国家における党の役割などを学ぶ｡｢マルクス=レーニン主義

哲学｣では社会主義的世界観(いわゆる｢弁証法的唯物論｣)を学ぶ｡｢政洽経済学｣では

生産と消費の法則､生産関係34などについて学ぷ｡｢科学的共産主義｣は世界の革命運動に

おける法則性､資本主義から社会主義､共産主義への移行の必然性について学ぶ｡

　政治教育と並んで社会主義教育のもう一つの柱が､｢教育と生産労働の結合｣というスロ

ーガンに謳われた生産実習制度である｡ソ連邦の大学では､入学した翌年の夏休みに学年

単位で集団農場や工場で肉体労働に参加する制度(いわゆる｢第三セミスター｣)があり､

これに参加することによって社会主義者としての人格陶冶が行われた｡この制度はベトナ

ムの高等教育にも積極的に導入された｡たとえぱ､工科大学では5年間の修学期間のうち

に､30-32週間にわたる工場実習と4週間の研修旅行がカリキュラムに組まれていた゛｡

1962年からは､卒業研究のテーマは､指導教官の監督の下に､実習先の工場や企業が抱え

る問題の中から選ぷ方式がとられ､その成果はこれらの機関に還元された36

　高等教育のスループットにおけるソビエトモデルのもう一つの特微は､外国語科目とし

てのロシア語の重視であった｡1950~1970年代の民主共和国においては､新しい学問､近

代産業のほとんどがソ連邦からもたらされ､多くのソ連人専門家が工場や大学･研究所に

招聘され､ベトナムからは数多《の留学生がソ連邦に派遺された｡招聘されたソ巡人専門

家と一緒に仕事をし､専門技術を学ぶためにはロシア語の習得は不可欠であった｡当時の

33　Hoa　Phuong　Tran,　op｡cil｡7,p.143.履修時間は大学･専門分野によって多少異なる｡ちなみに､1960

年代における工科大学(5年制)のカリキユラムは､基礎科目22~25%､専門基礎科目28~32%､専門

科目20~22%､外国語科目9%､政治科目12%､体育3%であった(Nguyen　Khac　vien(1965),“The　Hanoi

Politechnic"　,　yj　elj7aese　Sy　�jes,vol｡5,pp｡81-82.)｡1967年のソ連邦における社会科学の総時間

数を専攻別にみると､哲学844時間､経済学660時間､生物学600時間､歴史学574時間､,化学510時間

となっており､全教育諜程の12~16%を占めるという(相原次男､前掲書15､110頁)｡一概に比較はで

きないが､カリキュラム全体に占める政治科目の割合は､ソ連邦とそれほど大きな違いはないと考えられ

る｡社会科学科目の種類･名称､履修の順番も､ソ連邦の大学とほぽ同様であった｡

“｢歴史的に実在する生産関係は原始共同体､奴隷制､封建制､資本主義､社会主義の五つであり､資本

主義社会は生産手段の所有者(資本家,土地所有者)階級が生産手段をもたない直接生産者(賃金労働者)

階級を支配し､社会的生産の直接的担い手である労働者が資本家階級のために剰余価値を生産する､いわ

ゆる階級社会､それも最後の階級社会であると説かれる｡一定の発展段階に達した社会的生産力とそれに

対応する生産関係の統一が生産様式であり､人類社会の発展は生産様式の変化､発展によって規定され

る｡｣日立デジタル平凡社(1998)『世界大百科事典第2版』における｢生産関係｣の項を参照(執筆者は

木村―朗)｡

3s　Doan　vjet　Hoal,､op.cit｡26‘,pp｡204-205..およびNguyen　Khac牡en,op｡,cH｡33,p.82.

3‘　DIHo,,pp｡205-206.基礎科学を重視した総合大学でも実習は奨励され､全国に21の実習センターが

股けられた｡たとえぱ1961-62学年度には､史学科の学生が坑夫や漁師の生活調査を行っている｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-148　-



ベトナムにとってソ連邦は近代化の象微であり､外国語とはすなわちロシア語を意味した｡

　外国語の履修は中等教育段階(普通教育第H段階､第m段階)から行われ､大多数の生

徒がロシア語を学んだ｡ロシア語教師の大多数は師範大学､外国語師範大学､外国語大学

の卒業生であった｡外国語大学には十数人のソ連人専門家が常駐し､ベトナム人のロシア

語教師の指導にあたった3i｡外国語大学の教授法やカリキュラムは完全にソビエトの外国

語大学をモデルにしたものであり､この大学はロシア語普及の中心的存在となった｡

　外国語大学のみならず､ロシア語はすべての高等教育機関において､最初の2年間に360

時間の履修が義務づけられた38.ロシア語のテキストは書店で安価に販売され､テレビや

ラジオではロシア語の番組が放送され､ソ連からの援助で各種図書館にはロシア語の書籍

が多く寄贈された｡　1966年からはロシア語教授法を学ぶための留学が､1970年からは現職

のロシア語教師の研修留学がスタートしている｡こうした状況下にあって､1980年代まで

ロシア語はベトナムにおいて最も有力な外国語であり統けた｡ただし､ロシア語の科学技

術用語のほとんどは早期の段階でベトナム語に翻訳され､ロシア語が直接教授言語として

採用されることはなかった｡これについては次に詳述する｡

2.ソビエト高等教育モデルヘの反応

2-1　構造面におけるソビエトモデルヘの反応

　以上において､民主共和国高等教育の構造面におけるソビエトモデルの影饗として､①

私学セクターの廃止､②総合大学と専門大学の二元制度､③さまざまな省庁による管理､

④大学における研究活動の欠如､などを挙げた｡では､1950年代から70年代にかけて､

民主共和国はソピエト高等教育の忠実な模倣者であったといえるだろう｡このことは民主

共和国の高等教育にどのような結果をもたらしたのか?

　第1の結果は､高等教育の規模が前時代よりも飛躍的に拡大したことである｡仏領植民

地時代においては高等教育機関の総就学者数は1,000人前後(ベトナム人以外も含む)で

あったが､完全独立後の1956-57年度にはすでに4,000人弱､1960-61年度には10,000人

を突破し､抗米戦争が最も激化した1960年代後半には70,000人に達している(あらゆる

在学形態を含む)｡同様に教師数も増加の一途をたどり､仏領時代は100人前後であったが､

1960-61年度には1,000人を突破し､1970年代前半には8,000人に達している｡大学･短

大数は､南北統ー直前の1974-75年度には40校を数えている｡人口2千万人余の発展途上

国が､抗仏戦争と抗米戦争という二つの戦争を戦いながら､高等教育の規模を短期間にこ

37外国羅大学にはソ連からLL教室､映写室､図書室などの殷備が寄贈された｡なお､同大学の英語学科

で用いられた教材はすべてソ遵で制作されたものであり､そこに描かれたのはソ連邦の生活風景であった｡

勤a　Phuong　Tran,　op,　cll｡7,pp,　166-168,

3s　p1H奏p汀66.
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れほど急速に拡大したことは注目に値する｡なお､大学生および外国派遣留学生は原則と

して兵役を免除されており､このことが高等教育就学者の急増に拍車をかけることになっ

た面も看過できない｡あるいは､戦争終結後に帰還兵士が大学進学や外国留学を希望する

ケースも少なくなかった｡

　第2の結果は､高等教育の量的拡大を実現するために､多様な履修課程が提供されたこ

とである｡全日制の正規課程に加えて､夜間･休日に開講される社会人課程(tai　chuc)､

特定科目だけを受講する聴講生課程(chuyen　tu)､地方都市･農村部の学生のための通信制

課程(ham　thu)､短期課程(cao　dang)などがある｡たとえぱ､1965-66学年度の工科大学に

は7,991人の学生が在籍していたが､内訳は正規牒程が4,766人､聴講生が525人､社会

人諜程が2,700人であった｡こうした傍系コースは1960年代後半から大幅に増加し､高級

マンパワーの確保に大きな貢献をした｡

　第3の結果は､1960年代以後は戦争による人材不足を補うために､多くの大学で修学年

限が短縮されたことである｡たとえば医療スタッフを確保するために､ハノイ医科大学の

修学年限は6年から3年に､薬科大学は5年から3年半に短縮され､多くの講親時間が病

院での実習に振り替えられた｡また､初等･中等段階の教師を確保するために､ハノイ師

範大学の修学年数は3年から2年に､総合大学の修学年数は4年から3年に短縮された｡

こうした修学年限の短縮は基礎科目の削減によるところが大きかったので､少なからず学

生の学力低下をもたらすことになった39.

　第4の結果は､高等教育の量的拡大と細分化によって､さまざま質的問題が生じたこと

である｡たとえぱ､1974-75年度における高等教育機関1校あたりの学生数は1,393人､

教師数216人という状況であった｡総合大学や工科大学のような大規模な基幹大学がある

一方で､教師数が100人に満たない小規模大学が数多く存在した｡乏しい国家財政の中か

ら､大学の数だけキャンパス､校舎､教職員､図書館､学生寮を備えるわけであるから､

　｢小さいケーキ(予算)を細切れにする｣状況が生じることになった｡ソピエト流の専門

大学システムは､ソビエトのように人口･財政規模の大きな国にとっては一定の有効性を

持ち得るであろうが､民主共和国のような貧しい小国の場合､｢規模の経済｣(economy　of

scale)という点で高コスト構造になりやすい｡このため､民主共和国では各教育機関に配

分される予算･リソースが常に不足するという状況が生じた｡たとえぱ､教育施設のメン

テナンスにはほとんど注意が払われないため､各種施設の劣化は著しかった4o｡

　　｢規模の経済｣に関するもう―つの問題は､民主共和国では同種の高等教育機関がほと

んど存在しないので､大学間の競争原理が十分に機能しえないという点である｡たとえぱ

39　Le　van　Giang　(hieu　dinh)(1993),釦乃即£比力釦jの即加c狗/加c　ya　行即g加cQ即即洵肩印

Fjelぬlのaj狗a刀抒邱-75,ぐ/a/　/j即/力絹幼卸刀θjかφ,vien　Nghien　Cuu　Dai　Hoc　va　Trung　Hoc　Chuyen

Nghiep,pp｡55-56.なお､ソ連邦では大学の脩学年限は5年間が一般的であった｡

4°グエン･ティ･チ､フタン･クアン･サン､デイヴィッド･スローパー｢施設と学習リソース｣前掲

書18､,189-204頁｡　r%　　　　　　　　　　　　　　　｢
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1970年代前半までに工学系として､工科大､水利大､建築大､電気機械大､エ業美術短大､

土木大､鉱山･地質大､軽工業大など､｢組織分化型』の大学新設が行われたが､専門領域

が微妙に異なっているので､それぞれが専門分野における｢唯一の｣大学であった｡総合

大学に至っては､南北統一までハノイに1校存在しただけであった｡このことは､相互に｡

剌激･研饌する存在としての｢ライバル校』が存在しないことを意味する｡前節で述べた

　｢細胞分裂型｣による大学新設の場合は､実賃的には基幹大学の分校的存在として明確な

序列が存在するか､あるいは設立場所がハノイでないケースが多いので､競合関係にはな

りにくかった｡モデルとなったソ連邦では学問頗域別に数多《の大学が設匿されたが41､

北ベトナムでは同様の政策は財政的に困難であった｡多様な専門大学を1校ずつ設立する

という方針によって､大学間に競争意識が欠如してしまったのである“｡

　このように､ソビエトモデルを取り入れたことによって､民主共和国の高等教育は著し

い量的拡大を遂げたが､同時に予算･リソースの不足､インフラの劣化､教育の質的低下

などの多《のマイナス面も同時にもたらすことになった｡いわぱ､高等教育の量的拡大は

多大なる質的犠牲の上に実現されたものであった｡

2-2　機能面におけるソビエトモデルヘの反応

　機能面におけるソピエトモデルの影響としては､入学･卒業･就職の完全な国家管理､

政洽教育と労働実習を必修化したカリキュラム､ロシア語の重視などを指檎した｡これら

の影響は民主共和国高等教育の機能面にどのような結果をもたらしたのか?

　第1の結果は､自然科学なかんず《工学系の諸分野が学生の人気を集めたことである｡

国内の大学生･教師数､派遺留学生数などにおいて工学系が圧倒的な量的規模を誇ったこ

とはすでに前飾で観察したとおりである｡一方､同じ自然科学の中でも､農学系の人気は

それほど高くなかった｡さらに､師範系は就学者に占める割合は大きかったが､男子学生

の人気は高《なかった43.その大きな理由は､農学系の場合は農業技術者､師範系の場合

は初等･中等教育の教師として“､農村地域に分配される可能性が高かったからである｡

学生の中には農村出身の者も多かったが､彼らは都市部とりわけ首都ハノイの政府機関お

よぴ国営大企業に就職することを望んだ｡そのためには､工学系や経済･財裁系を学ぷ方

゛lたとえば､1979年のゾピエトには､総合大学64校､総合技術大学63校､工業･技術系大学鈴5校､

襄業大学98校､社会科学系大学41校､医学系大学82校､体育･文化･芸術系大学99校､教育大学196

校､計848の犬学が存在した(分類は相厘次男による｡相:原次男､前掲書16､60頁)｡エ業系と教育系の

大学が多い点では民主典和国と類似しているが､量的規模の点で大きく異なっている｡

42ベトナム敵府は学問細分化の非効率を認織し川984年までに学科(ロシア陽でカフェドラ:kafedras}

の数を大幅に削減した｡さらに､1989年には敗府が認定する専門分野の数を400から127に削減し､こ

れらを34のグループに再編した｡同時扁のソ連にはなお8㈲の専門分野が存在した｡Hoa　Phuong　Tran｡　｡p｡
c江7,p｡194.pp｡Z27-22飢

43農学系や師範系には少数民族の于弟が多かったが､彼らは出身地の指導者層となるべ《無試験枠で大

学入学を許可された｡一般のベトナム人(いわゆるキン族)にとつては､これらの分野は人気がなかった｡

“ベトナムでは初等･中等教育の教師は女性の職業であるという社会通念が根強《､師範系大学､外国

蔭系大学の学生は大多数が女子で占められている｡
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がキャリア形成の上でより有利であった｡

　第2の結果は､政治教育つまりイデオロギー教育と密接に結なつくことによって､人

文･社会科学が形骸化してしまったことである｡モデルとなったソビエト高等教育におい

ても､人文科学はイデオロギー化した社会科学の中に完全に吸収され､人間の問題を正面

から取り組む教育･研究は､事実上不可能であった｡この伏況を相原次男(1994,p｡280)

は次のように指摘している｡

　　r例えぱ､人文科学としての歴史学の授業は､社会発展の歴史的法則性の理解にねらいが置かれ､具体

的な人間活動の歴史や歴史的本質としての人間の理解を見失わせることになった｡心理学も同様で､パブ

ロフのいわゆる生理学的条件反射理論が過大評価され､人間の内的世界の探求という本来の任務がなおざ

りにされてきた｡(改行)人間を忘れたという点では法学(伝統的に人文科学にカテゴライズされた)も

責任を免れない｡法治国家創造に不可欠な人間一般に開する社会哲学的･倫理学的基礎が剥ぎ取られ､法

学教育は犯罪捜査や国庫管理の専門家の養成を目的とするようになった｡(中略)ペレストロイカ期にあ

っても教室の中には学生の無関心と退屈が蔓延し､彼らは人文科学に現実的な有用性や意味を見い出して

いない｡｣45

　マルクス=レーニン主義を絶対的価値とする教柴主義に縛られた人文･社会科学は､ソ

遵邦での教授方法においても､教師による一方的な教え込み､教科書の丸暗記､一問一答

方式がとられ､学生にとっては｢うんざりするほどの繰り返しと､分かりにくさを特微と

する科目｣46となった｡必修科目であったにもかかわらず､学生の出席率は高くなかった

という｡ソピエト政府もこの問題を認識し､さまざまな措置を講じてきたが､目立った効

果は上げられなかった｡ソビエト高等教育モデルのこうした負の側面もまた､民主共和国

に取り入れられることになったのである｡

　第3の結果は､教授法全般に対する大学教師の関心の低さである｡上記のようなソ連邦

高等教育の伝統的体質は､人文･社会科学に限らなかった｡ソピエトモデルが民主共和国

に取り入れられると同時に､ソビエト式の教授法も浸透していった｡1990年に民主共和国

の352人の学生に対して行われた調査によれぱ､3分の2以上の大学生が授業は退屈だと

回答している｡ソ遵邦で教育を受けた教師に対しても学生の反応は同様であった｡ところ

が306人の教師のうち､教授法を改善するための研修に参加する必要があると自己認識し

ている者は10%にすぎなかった47.

　第4の結果は､学術全般におけるロシア語の影響力が大きくなったにもかかわらず､高

“相眼次男､前掲諭文32､280頁｡
“相眼次男､前掲書15､12S頁｡人文･社会科学に限らず､ソ連邦の大学教師は伝統的に教授法に関し

てほとんど開心を示してごなかつたという,｡相原次男､前揚論文32､285頁｡

41　Hoa　Phuong　Tran,　op｡cil｡7,p｡1弱｡
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等教育の教授用語は常にベトナム語で行われたことである｡本傘第1節で観察したように､

1946年8月10日､民主共和国政府は｢1950年から大学や短大におけるすべての学問分野

はベトナム語によって教授する｣48という政令を出しており､抗仏戦争期には多《のベト

ナム人科学者によって､フランス語の科学技術用語のベトナム語化が進められた49.こう

して､抗仏戦争が終了した時点では､高等教育機関の教授用語はすべてベトナム語に切り

替えられていたso｡これは､20世紀半ばの時点で､づクオック･グーがベトナムの｢国語｣

として知識人･大衆に広範に支持されていたことが大き《影饗している｡

　専門用語のベトナム語化を管掌したのは国家科学委員会(Uy　Ban　Khoa　Hひc　Nha　Nuoc)で

あり､専門分野ごとに30ほ上の分科会が設置され､抗仏戦争中に70万語以上の翻訳･造

語に成功している｡同委員会のレ･力･ケー(Le　Kha　Ke)によれば､ベトナム語化には､①

西洋語の利用､②漢越語の利用､③ペトナム語からの造語という3つの方法が用いられた51.

①では､すでに多<導入されていたフランス語の専門用語などが､短音節することによっ

て『ベトナム語化』された52.②では､中国に導入された欧米の科学技術用語が､語順を

入れ替えて修正を加えることによっで漢越語化された53.

　ロシア語専門用語のベトナム語化は､ロシア人専門家とベトナム人教師およぴソ連派遺

留学生の協力によって行われた｡たとえぱ､ソ遵邦の技術援助によって設立され､民主典

和国で最もソピエト的な大学とみなされた工科大学では､1956年の開校時には教師は理科

師範大学の卒業生が充てられ､外国留学帰りの教師はわずか4人しかいなかった｡そこで､

工科大学では17人のソ遵人専門家を招聘するとともに､最初の卒業生のうち100人を教師

に採用し､さらに別の100人をソ連に留学させ､帰国後は教師に任じる政策をとった｡彼

らの共同作業によってロシア語の科学技術用語は短期間のうちにペトナム語に翻訳され､

1960年代はじめにベトナム語の専門用語は5万語に達した｡1962年の時点ではソ連人専門

家なしでもやっていける自信がついていたという54.

　工科大学に限らず､民主共和国の大学にはロシア語の専門図書･学術雑誌などが数多く

寄贈されたが､これらはあくまで参考図書として用いられた｡教授用語ならびに教科書に

48　Le　van　Giang　(chu　bien)(1985),£副1釦j)肩狗c　ya　7y閲g励ca即朗/V訟丿邸l//el均扉jrぴCac力

ぬj7g勁a刀g乃jロタ45扮刀aj郎7徊刀g狗e刀別e刀勁aj弱4,vien　Nghien　Cuu　Dai　Hoc　va　Trung　Hoc　Chuyen

Nghiep,p｡124.(『ペトナムの大学･中等職業学校史:1945年の8月革命から1954年ディエンビエンフ

ー戦の勝利まで』)
49　Tran　Hong　Quan　(chu　bien)(1995),卯旭l勁a/　7y/即&1/りlj印6;j卯加ご知j)郎アaaりタ好-/卯幻,

Nha　xuat　Ban　Giao　Duc,　p｡191.(『教育･訓練事業発展の50年間(1945-1995年)』)代表的な例として､

数学のHoang　xuan　Han､博物学のDao　van　Tien､医学のLe　Khac　Thien､農学のLe　van　Can　やNguyen　Hu

Quanなどの業績がある｡
5o　lbi･d｡　　　　　　　　　`'

sI　Le　Kha　Ke(1965),“Elaboralion　of　a　ScientHjc　Terminology　in　the　vietnamese　Language",

行e師胡eぶeぶj�jes,vol｡5,pp,　104'106,

52たとえば､『ニトロゲン｣(nitrogen)はnito､｢ハイドロゲン｣(hydrogen)はhydroと短縮された｡

s3たとえば､｢プロレタリアート｣は中掴脹表記だとvo　san　giai　cap　(無,産階級)であるが､ベトナム

語化するとgiai　cap　vol　sali　(階級無産)となる｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧

“N卯yel　Khac　vien(1　965),“Tht　hnoj　Po目technjc'≒,町eり7紹e刄e51μdjお,VOI｡5,pp,78-8】｡
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はベトナム語図書およびベトナム語翻訳が用いられ､外国語大学などの例外を除き､通常

はベトナム人教師によって授業が行われた｡

　植民地経験を共有する他のアジア諸国では､高等教育の教授用語に宗主国言語や外国語

が用いられたケース(シンガポール､フィリピン､インドなど)と､完全に自国語化され

たケース(韓国､インドネシアなど)の両方があるが､民主共和国の場合は後者に該当す

る55.民主共和国では高等教育からフランス語を払拭しただけでなく､独立後に最も大き

な影響を及ぽしたロシア語ですら教授言語化されることはな《､ましてや公用語化もあり

えなかった｡独立後も宗主国言語が用いられた国では､一般的に言って､圧倒的優位に立

つ国民的言語が存在しない場合が多く(｢国語｣が必ずしも国内最大言語でない場合が多い)

政治的に中立な宗主国言語を用いることによって､政洽的バランスをとろうとした56.こ

の点､民主共和国の場合､フランス語やロシア語を教授用語に用いなけれぱならない政治

的理由は存在しなかったのである｡

表2-6:民主共和国高等教育におけるソピエトモデルの影響と反応

ソピエトモデルの影響 ゾビエトモデルヘの反応

高等教育の構造面 ･私学セクター廃止･無償化

･総合大学と専門大学の二元制度

･多省庁による高等教育管理

･教育活動と研究活動の分離

･高等教育人口の拡大

･多様な履修課程､修学年限短縮

･予算･リソースの不足

･大学間の競争意識が欠,如

高等教育の機能面 ･入学と就職の国家管理

･政治教育の必修化

･生産実習の必修化

ロシア語の重視

･自然科学重視

･人文･社会科学の形骸化

･教授法に対する関心の低さ

･教授言語は常にベトナム語

　以上の観察を表2-6にまとめてみた｡　1950年代から70年代にかけて､民主共和国高

等教育は､構造面においても機能面においても､ソピエト高等教育モデルのほぽ忠実な模

倣者であった｡その結果として､自然科学を中心に高等教育は急速に整備され､戦時下に

おいて高等教育人口を急激に拡大させることに成功した｡一方で､超大国ソ連邦の専門大

学システムをそのまま導入したために､小規模の専門大学を数多く設立することになり､

その経済的非効率性が問題となった｡また､人文･社会科学の形骸化､教授法に対する関

“次章で詳しく述ぺるが､民主共和国とは対照的に､南ベトナム(ベトナム共和国)では高等教育機関

の教育言栖としてフランス語や英搭が用いられることは珍しくなかった｡
s6近田叢博(1992)｢東南アジア4力国における教授言語の比較考察｣『名古屋大学教育学部紀要一教育学

科-j第39巻第2号､115-125頁｡
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心の低さなど､ゾ連邦で顕在化していた教育問題が民主共和国にも持ち込まれる結果とな

った｡ただし､ロシア語は民主共和国でも最重要の外国語として重視･奨励されたが､そ

れにもかかわらず教授言語は常にベトナム語であった｡

　民主共和国が目指したのはソピエトモデルの自主的な選択であり､ソ連邦の学術的植民

地になることではなかった57.しかし実際には､ベトナム語が教授用語だったことを除け

ば､ソピエトモデルは民主共和国の高等教育に圧倒的な影響力を誇ったのである｡

57　Hoa　Phuong-Tran,0pi　cil.7,pp,200'201.｡
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小括　『ソビエト高等教育モデル｣は何をもたらしたか

　本章の第1の目的は､ベトナム民主共和国において仏領植民地期の高等教育システムが

どのように解体され､ソピエト型の社会主義高等教育が形成されたのかを明らかにするこ

とであった｡第2の目的は､新しく形成された社会主義高等教育の中に､モデルとなった

ソ連邦の高等教育がどの程度の影響を与えたのかを明らかにすることであった｡

　仏領植民地期の高等教育のほとんどは､ベトナム人教師の手によっていったんは民主共

和国に引き継がれたが､抗仏戦争の勃発に伴い､農村や山岳地帯に疎開を余儀なくされた｡

1940年代後半には､医科大学を除くほとんどの高等教育機関が閉鎖､縮小､改組され､50

年代前半には2つの解放区と中■領(南寧)において3つの学術センターが形成された｡

これらのセンターには高等師範学校､､基礎科学大学､医科大学などが設厦され､これらの

機関が民主共和国高等教育の萌芽となった｡つまり､植民地高等教育は40年代後半にベト

ナム人自身の手によって個別に解体されたのである｡

　一方で､抗仏戦争の最中､フランスはハノイに残存する高等教育インフラを徐々に南ペ

トナム(特にサイゴン)に移転を進めていた｡やがてこれらが南北分断後のサイゴン大学

に統合されることになった｡こうして､北のベトナム民主共和国には解放区の高等教育機

関を源流とする社会主義型高等教育システムが､南のベトナム共和国には植民地高等教育

の伝統を受け継ぐサイゴン大学を中心としたシステムが形成されることになった｡ハノイ

に起源をもつ植民地高等教育の多くがサイゴンに継承されたという点では､一種の｢ねじ

れ｣現象が生じたことになる｡

　民主共和国では南北分断後の1956-57学年度には､ハノイに招聘されたソ連人専門家の

助力を得て､総合大学､師範大学､農林大学､工科大学､医薬科大学の5基幹大学からな

る高等教育システムが整備された｡現在のペトナム高等教育の原型はこの時に形成された

と考えられている｡1960年代前半には､基幹大学の一部門が分離･独立して､母体とは異

なる機能をもつ大学を設立する｢組織分化型｣の増設が主流であった｡　60年代後半からは

基幹大学と類似した小規模校を分離･独立させる｢細胞分裂型｣の増設形態もみられるよ

うになる｡｢組織分化型｣の増設は経済系､工学系､芸術系で多《みられ､｢細胞分裂型｣

の増設は師範･外国語系､農林水産系､医薬系の大学に顕著であった｡

　高等教育の運営主体が仏頼植民地政府から民主共和国政府に替わったことは､何を意味

するのであろうか｡それは一義的には､｢フランスのための高等教育｣から｢ベトナム人民

のための高等教育｣へと､高等教育の｢ミッション(使命)｣が変化したことである｡ミッ

ションの変化は具体的目標の変化をもたらした｡まず､教授言語や教科書が抗仏戦争中の

きわめて短期間にフランス語からベトナム羅に切り替えられた｡次に､仏饌期には千人前

後しかなかった高等教育就学者数が短期間のうちに数万人規模に拡大されている｡量的拡

大を達成するために､高等教育の就学形態は多様化し､就学年限は短縮された｡また､･少
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数民族ヽ労働者ヽ農民には入学時にさまざまな優遇措置がとられた｡量的拡大の過程では､

国家の工業化'近代化のために自然科学分野とりわけ工学教育が重視された｡国民の教育

水準を向上させるために教師の供給源である師範系大学にも重きがおかれた｡仏鎖時代に

は医薬学校と法政学校以外はきわめて小規模で､突然閉鎖されるなど不安定な状態に置か

れていたのとは対照的である｡

　高級人材の養成は国内の大学に限らず､社会主義友好国への留学生送り出しの形でも行

われた.留学生の送り出しは1950年代初頭に始まり､抗米戦争が激化した60年代後半に

最盛期を迎えた｡大部分は学部留学生で､半数近《はソ連邦に送り出された｡留学生の送

り出しは､二大受け入れ国であるソ連邦と中国の政洽的状況に大きな影響を受けた｡特に

スターリン批判を行ったフルシチョフ期には､ゾ巡留学は量的に不安定な状態になり､中

国留学は文化大革命によって実質的に中止されることになった｡それにもかかわらず､ほ

ぽ一定して高等教育進学者の10~20%に外国留学の機会が与えられ､彼らの大多数は工学

や自然科学を学んだ｡

　民主共和国がソビエトの教育システムを導入したのは､東西冷戦体制下で民主共和国が

東側陣営に属し､ソ連邦以外に大規模な支援を望める国がなかったという政洽的事情によ

るところが大きい｡1950年代当時は､中国も東欧もソ連の被援助国であった｡ソ連邦の高

等教育支援は､ベトナム人留学生の受け入れに加え､ソ連人専門家のペトナム派遣､各稲

学術インフラ･リソースに対する支援(工科大学､外国語大学など)､個別の大学間交流な

ど､多岐にわたった｡

　ソビエト高等教育の影響は､高等教育の構造面･機能面の両方において甚大であった｡

　構造面の影響は次の通りである｡私学セクターが廃止され､教育はすべて無償とされた｡

基礎･純粋科学中心の総合大学と応用科学中心の専門大学の二元システムが形成された｡

専門大学の多《は国家教育省以外の多くの省庁によって監督を受けた｡高等教育機関では

研究活動はほとんど行われず､政府直轄の各種研究所と大学との交流･遵携はほとんどな

かった｡

　機能面の影饗は次の通りである｡高等教育の入口(入学)と出口(卒業･就職)がすベ

て国家計画委員会の人材養成計画のもとに管理されるようになった｡このためソ遵邦と同

様､需要と供給のミスマッチが起こることもしぱしぱであった｡マルクス=レーニン主義

に基づ《政治教育や生産実習制度がソ遵邦から移植された｡高等教育･科学技術用語とし

てロシア語が重視されるようになった｡

　ペトナム語が教授用羅であり続けた点を除けぱ､民主共和国はソピエト高等教育モデル

をほぽ忠実に導入し､実行したといえるだろう｡その結果は､―方においては高等教育人

口の飛躍的な増大をもたらしたが､他方においては学問の細分化､施設の老朽化､大学間

の競争意識の欠如､人文･社会科学教育の形骸化､教授法に対する関心の低さなど､ゾ連

邦が抱えていた多《の副作用を民主典租国にもたらすことになったのである｡
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第3章　旧南ベトナム高等教育のジレンマと再編

　本章では､サイゴン政権(ベトナム共和国:旧南ベトナム)における高等教育の特質を

明らかにしたい｡まず第1節ではサイゴン政権の基本的性格とその教育制度を確認する｡

第2節では､高等教育の状況とアメリカ援助の実態について明らかにする｡また､南北統

一後にどのような教育再編が行われたのかにも言及する｡第3節では､仏領時代の性格を

色濃く残していたサイゴン政権の高等教育に対して､アメリカの教育モデルがどのような

影響を及ぽしたのかを検証する｡

第1節　旧南ベトナムの政治･経済･教育状況

1.ベトナム戦争は旧南ベトナムに何をもたらしたか

　いわゆる｢サイゴン政権｣(Saigon　Regime)は､1954年のジュネーブ協定によって北緯

l甫北分裂時には､｢パオダイ･ベトナム国｣であったが､1955年】0月に国民投票が実施され､ゴー,デ

ィン･ジエムを大統慨とする｢ベトナム共和国｣が成立した｡
2戦略的要衡にある国の共産化は連鎖的に近隣賭国の共産化を招《とする主張｡アメリカはベトナムの

典産化がインドシナさらに東甫アジア全体の共崖化を引き起こす危険性があるとして､この理諭をベトナ

ムヘの軍事介入を正当化するための大義名分として用いた｡
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ベトナム現代史においては､政治的立場によって政権や戦争の呼称は全く異なっているの

である｡

　本論文では価値中立を保つため､地域としての甫ベトナムを指すときは｢南ベトナム｣､

政治体制を指すときは最も一般的に用いられている｢サイゴン政権』という呼称を以下で

用いることとする｡解放戦線､およぴこれが主体となって1969年に設立された｢南ベトナ

ム臨時革命政府｣(Chinh　Phu　Cach　Mang　Lam　Thoi　Mien　Nam)については､それぞれ解放戦

線､臨時革命政府と略称し､ベトコンという蔑称は用いない｡

　また､この解放戦線･民主共和国とサイゴン政権･米軍(を中心とする多国籍軍)の戦

争を指す場合､いわゆる｢ベトナム戦争｣という呼称が一般に定着しているが､この名称

は広義には現代のベトナムが経験したあらゆる戦争･紛争を指すことがある｡その場合､

抗仏戦争(1946~54年)やベトナム軍のカンポジア進駐(1978~1989年)､中越戦争(1979

年)なども含まれることになる｡そこで本傘では､『ベトナム戦争｣という呼称を｢抗米戦

争｣としての意味で､狭義的に用いることとする｡｢抗米戦争』という限定的な呼称を避け

たのは､本章が扱うのはサイゴン政権の高等教育であるため､『抗米戦争｣という民主共和

国の側に立った呼称が文脈に適合しないためである｡

1-1　何がサイゴン政権を生んだのか

　サイゴン政権はアメリカの完全な傀儡政権であり､ベトナムの民意を反映した政府では

なかったと､これまで多くの人々に批判されてきた｡たしかに一面においてそれは事実で

あるが､南ベトナムの内外でサイゴン政権を生み出す素地が存在していたことを見逃すこ

とはできない｡フラシスは軍事的に敗北したにもかかわらず､なぜラオスやカンボジアと

同様にベトナムの全面的独立を認めなかったのであろうか3.そしてなぜアメリカはサイ

ゴン政権の新しいパトロンとして､これほど深《関与する必要があったのであろうか｡そ

こにはいくつかの理由が考えられる｡

　第1の理由は､南ペトナムには1日宗主国フランスの経済権益が集中していたからである｡

その主力はゴムと米であった｡仏領時代を通して､南ベトナムではフランス人の資本によ

る大規模なゴム園プランテーションが開発された4.自動車産業の世界市場が拡大するに

つれて､天然ゴムを原料とするタイヤの需要が急連に高まったことが拍車をかけた｡また､

南部にあるメコンデルタは世界有数の穀倉地帯であり､フランス資本による大規模な米作

が行われた｡フランスはペトミンとの戦争でインドシナのすぺてを失ったとしても､コー

3ラオスの完全独立は1953年1{}耳､カンポジアの完全独立は同年|1月｡いずれもディエンビエンフー

要塞陥落(1954年3-5月)よジュネーブ会礒(同年7河)に先立っている｡いかにフランスがベトナムの

完全独立に消極的であったかがみてとれる｡

4仏餓時代に腸発されたゴム薗は､ペトナム全土で約40万ヘクタールに達し､このうち約35万ヘクタ

ー非が南裸に集申していた｡石井米雄監修･桜奔由躬雄･桃木亜朗編(1999)『東甫アジアを知るシリフズ:

ペトナムの事典丿同朋舎､における『プランテーション｣の項{執筆者は高EH洋子)､292頁｡
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チシナの経済利権だけは手放すつもりはなかったのである｡　1954年11月にはアルジェリ

ア独立戦争が勃発し､ベトナムに軍事的に関与する余裕を失ったフランスは､新しいパト

ロン(アメリカ)にコーチシナすなわちバオダイ･ベトナム国の政治的権益を平和裡に禅

譲し､その見返りとして既存の経済利権を温存することを図ったのである｡

　第2の理由は､南ベトナムの現地住民の間に共産化を忌避する勢力がいくつか存在した

ことである｡それらは､仏鎖時代に成長した買弁資本､地主層､華僑･華人､各種の宗教

勢力､土着化したフランス人などであった｡植民地時代にベトナム南部は直轄領コーチシ

ナとして多くのフランス資本が投下され､これに結びついたベトナム人の買弁資本家が形

成されていた｡南部の農村では多数の小作人を抱える大地主制度が発達しており､ベトミ

ンによる農地解放を恐れた｡また､中国南部から移住した華僑･華人が､チョロン5など

都市部を拠点として､南ベトナム経済の実権を握っていた｡宗教的には､土着の新興宗教

であるカオダイ教やホアハオ教が南部で多くの信徒を抱えているのに加え､多数のカトリ

ック教徒が､南北分断後に北部から流入してきた｡また､植民地政府の機関で働いていた

親仏系ベトナム人もベトミンの迫害を恐れて大量に南部に逃避した｡

　このように､北の民主共和国が土着農民を基盤とした国家であったのに対し､南ペトナ

ムは多様な勢力がモザイクのように混在する､まとまりのない地域であった｡首都サイゴ

ンは､都市プルジョワジーや不在地主､フランス人､華僑･華人などが消費生活を送るコ

スモポリス(国際都市)だったのである｡彼らの利害はバラバラであったが､共産化によ

って既得権益を失うことを忌避した点では一致しており､結果的にそれがサイゴン政権の

唯一の求心力となったのである｡

　第3の理由は､1950年代半ぱの国際社会は東西冷戦構造がほぽ完成しつつあった時期で

あり､米ソ両国は冷戦体制を固定化することによる平和共存を望んでいたことである｡ア

メリカが本来望んでいたのは､南ベトナムを自由世界のショーウィンドウにすることであ

り､南北分断の安定的な現伏維持のために南ベトナムに政治的に関与することが当初のね

らいであった｡同時にそれはソ遵や中国にとっても望ましいことであった6.

　すでに米ソは､1940年代後半から50年代前半にかけてヨーロッパの東西分断(｢鉄の力

-テン｣)を完成させていた｡アメリカは西欧賭国に対する経済援助として｢マーシャル･

プラン｣(Marsha11　Plan)7を提供し､ソ連は東欧諸国と｢コメコン｣(Comecon)8を結成し

てアメリカに対抗した｡軍事面では西側は甑T09､東側は｢ワルシャワ条約機構｣loを結

成しヽそれぞれの陣営の結束を強化した｡ところがアジアにおいては､マラヤ共産党の武

5現在のホーチミン市5区とその周辺

6古田元夫(1991)『歴史としてのベトナム戦争』大月書店､14頁｡

7正式名称は｢ヨーロッパ復興計画｣｡1947年に設立｡なお､マーシャルプランを受け入れるための調整

機関としてOEEC(欧州経済協力機構､現OECD　:　経済協力開発機構)が1948年に結成された｡
8正式名称はr経済相互援助会議｣｡1949年結成､1991年解散｡

9正式名称はr北大西洋条約機構｣｡1949年結成｡

lo　l955年結成､｣991年舞散｡
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装蜂起(1948年)､朝鮮戦争の勃発(1950年)など､米ソの政治的計算を超えたところで､

イデオロギー対立が引き金となって実際の戦争(ホット･ウオー)が相次いでいた｡

　こうした情勢下で､ソ連や中国はアメリカの介入を防ぐために､北のベトナム民主共和

国に対して早急な武力行使を戒めた｡ゾ連はスターリンの死(1953年)によって政治体制

の転換期に直面しており､アメリカと武力衝突する余裕はなかった11.中国もまた朝鮮戦

争での米軍との直接衡突を体験しており､再び対決することは避けたかった｡一方､アメ

リカが本来目指したのは南ベトナムにアメリカン･デモクラシーと物質的繁栄を与えるこ

とによって､共産化を阻止することであった｡ゆえに体制転覆を企てるゲリラ組織(解放

戦線)の掃討に米軍が協力することは正当化され得るが､北ベトナムとの全面衡突は当初

から想定されていたわけではなかった12.結果からみれば皮肉であるが､ベトナムを取り

巻く米中ソの3大国はいずれも当初からベトナム戦争の拡大を望んだわけではなかったの

である｡

　　　　　　　　　　　　　　図3-1　:ベトナム戦争の構図
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11ソ連,は北ペトナムが反対したにもかかわらず､1957年に掬北ベトナムの国連同時加盟を提嘲した｡松
岡完(2001)rベトナム戦争　誤算と誤解の戦場丿中公新書､34頁｡
12しかし､1964年7月のトンキン湾事件を契機に､議会から戦争遂行権限を委ねられたジ当ンソン大統

慨は北ベトナムヘのき爆(いわゆる北爆)に踏み切り､戦屏はエスカレートしていった,ソ連･中国はア
メリカとの全面戦争を避けて兵力の投入は行わなかったが､北ペトナムヘの物的支援を継続した｡
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1-2　南ベトナムはどのような社会であったか

　サイゴン政権とはどのような政権で､南ベトナムとはどのような社会だったのであろう

か｡誰がサイゴン政権を支え､誰が不利益を被ったのであろうか｡一国の教育を考察する

時､その背後にある政洽･経済･社会伏況を考慮してお《必要があるだろう｡

　サイゴン政権の基本的性格はその初代大統鎖となったゴー･ディン･ジエム(Ngo　Dinh

Diem)によって形成されたといっていい｡ジエムは睨朝の首都フエの名家出身で､30代前

半に仏領時代に傀儡化された脱朝の吏部尚書13(総務大臣､内務大臣､人事院総裁などに

相当)に就任するが､内政改革を総督府に拒否されて辞任した経歴を持ち､保守的反仏主

義者として知られていた｡このため仏印処理時(1945年3月)には日本軍傀儡内閣の首相

就任を要請されたがこれを拒否､さらに民主共和国の成立後はホーチミンにも協力を要請

されたが､反共を理由に政権に参加しなかった｡

　ジエムはその後､日本や欧州､アメリカを転々としたが､1954年にアメリカの圧力を受

けたバオダイ･ベトナム国のバオダイ元首に首相就任を要請され､これを受諾しサイゴン

に帰国した｡そして翌年の国民投票でバオダイを退け､新生｢ベトナム共和国｣の初代大

統領に就任するに至った｡なお､1954年から56年にかけて､南ベトナムにおけるフラン

ス軍の政治的･軍事的権利はすべて放棄され､民間資本と文化的資本だけが残されること

になった｡こうして南ベトナムは仏領期以来のフランスの影響下からアメリカの影響下ヘ

と移行したのである｡

　ジエムの政治理念の源泉は､睨朝以来の儒教道徳に基づ《権威主義であった｡彼にとっ

て民衆は｢依らしむべき｣存在であり､子が親に従うように､民は為政者の指導に黙々と

従いさえすれぱよかった｡ジエムの統治方針は｢3D｣と祁楡された｡すなわち､Dao(ダ

オ:宗教､カトリックを指す)､Dang(ダン:党､与党カンラオ党(人位勤労革命党)を指

す)､Dia　Phong　(ディアフォン地方､ジエムー族の故地である中部のトゥア･ティエン省

を指す)の3つである14.ペトナム民衆の大多数は仏教徒であり､サイゴンでは中部出身

者は少数派であった｡しかも彼は海外生活が長かったので､アメリカの支持以外にその政

治的基盤は弱かった｡

　こうしたハンデを補うため､彼は自分と同じ属性(同族､同郷､同信)を持つ者を擾遇

し､露骨な親族支配(ネポティズム:nepoHsm)を行った｡ジエムは北の民主典和国に対

しで対決姿勢を強める一方で､国内的には秘密警察や軍隊を駆使して仏教徒への弾圧､共

産主義者の摘発を行った15.抗仏戦争を戦い抜き､英雄扱いされるべき元ベトミン兵士ま

13　申華王朝型の行政システムにおいて√いわゆる六部(吏部､戸部｡礼部,兵部,荊部,工郎》は中央
省庁にあたる｡官吏の人事権を握る吏部はその筆頭であった｡

14真保濁一郎(}銘8)｢ベトナム現代史　帝国主義下のインドシナ研究序説』春秋社､266-267頁｡
'sジエムの長兄トヴックはカトリックの司教､弟ニュ¬は秘密警察の長官､弟ルエンは駐英大使､ニュ

ー夫人の父と叔父はそれぞれ財務相と外相｡ニユー夫人はジエムが独身であったために､実質的なファー
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で共産分子の一味として弾圧したので､人心はジエムから離反した｡

　サイゴン政権への援助を続けるアメリカは､アメリカ流の民主主義を実現するはずの南

ベトナムがジエムの独裁政権になっていることを憂慮し､信教の臼由や行政改革を要求し

たが､一向に改善はみられなかった｡このためアメリカは1963年に仏教徒迫害によって反

政府運動が巻き起こると､軍部によるジエム暗殺クーデター(1963年目月)を暗黙に承

認した｡その後のサイゴン政権では政情不安が続いたが､1965年にグエン･ヴァン･ティ

エウ(Nguyen　van　Thieu)が政権を掌握した｡ティエウはジエム以上に北に対する強硬姿勢

を強め､国内的には｢銃剣とスパイと賄賂｣16による恐怖統洽が行われた｡

　ジエム暗殺以後のサイゴン政権を支えた勢力は､軍閥と一握りの都市ブルジョワジーで

あった｡いずれもアメリカの経済援助に依存し､ドルを分配することで莫大な収入を生ん

だ｡首都サイゴンの経済はこうした一部の富裕層やアメリカ兵の消費によって支えられ､

戦場となった農村からは無数の農民が難民化して都市に流入した17.第二次世界大戦直前

には15万人だったサイゴンの人口は､ベトナム戦争の末期には350万人を超えた｡さらに､

同政権にとって最後の砦であるはずのサイゴンですら､軍閥同士の争いや解放戦線による

テロが日常的に起こり､市民は命の危険にさらされていた18.

　一方､農村ではジエム政権末期の1962年から､いわゆる｢戦略村｣(strategic　hamlet)

政策が実施されていた｡これは､政府側が掌握している地域に鉄条網などで要塞化した人

口村を建設し､ここに農民を強制移佳させて､解放戦線を孤立させることを目的とした｡

しかしこの戦術は農村の実情を無視して実行され19､しかも政府軍兵士による略奪暴行が

ストレディとして大きな政治的影響力をもった｡1963年の仏教徒弾圧に抗議する僧侶の焼身自殺につい

て､｢パーペキュー｣｢ガソリンとマッチを差し上げましょうjと嘲笑し､国際世論の非離を浴ぴた｡

16松岡完､前掲書11､178-179頁｡

17作家の司馬遼太郎は1973年4月にサイゴンを取材し､次のように描写している｡｢サイゴンの都市的

繁栄はアメリカの援助によって成立し､そこに流入してきたぽう大な人数の市民は､その援助のまわりま

わっての落穂をひろうということだけで成立している経済生活なのである｡｣(53頁)｢サイゴンの町は利

口者の世界である｡将軍はワイロをとったり､戦死した兵隊もまだ生きていることにしてそのぶんの給料

をふところに入れたりしている｡軍人をふくめた官僚組織そのものが一大汚職組織で､末端になるとその
規模が小さくなるだけである｡｣(167頁)　司馬遼太郎(1974)『人間の集団について　ペトナムから考え

る』中公文庫より引用｡

18朝日新聞記者の本多勝一は1966年から67年にかけてサイゴンを取材し､後に次のように記している｡

　｢サイゴンがいかに″疎開地″であるといっても､民衆が戦火と全く無縁ではありえない｡週に少なくと

も一回以上は､市内でテロがある｡テロは三種に大別できよう｡第一は明らかに解放職線が米兵をねらっ
たもの｡第二は被害者が外国人や政府側の人であっても､加害者が解放戦線なのか､あるいは個人的怨恨

によるか､政治的理由によるか､不明のもの｡いずれも場合も､一般市民が巻き添えで死傷することがあ

る｡(中略)だが､最も悪質なテロは､全く無関係な一般民衆そのものを対象とした第三のケースである｡｣

(51-52頁)本多勝一(1981)『戦場の村』朝日文庫より引用｡

19　　｢地方官吏は成績を上げようと力ずくで農民を駆り立てるか､でっち上げの報告を中央に送った｡多

《の場合農民は､十分な予告も同意も補償もなく､ときに銃剣を突きつけられて父祖伝来の土地や祖先の

墓を奪われた｡移住を拒む長老が見せしめに殺されることさえあった｡(改行)新しい居佳1地は対ゲリラ

作戦の必要上から選定され､水利の便も耕地の善し悪しも無視された｡食糧は一日分ずつしか配給されず､
しぱしば官吏や政府軍将兵の懐におさまった｡佳民にペトコンが紛れ込んでいる可能性もあり､十分な武
器は与えられなかった｡村長は身の安全のため､村内にベトコンがいても報告しなかった｡住民は労役や

軍事訓練などに絶え間なく動員された｡最も戦力になる成人男子は次々に逃亡､多くはベトコンに身を投

じた｡｣松岡完､前掲書11､169-}70頁｡
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至る所で起こったために､むしろ政府支配地域の農民を離反させ､解放戦線に協力させる

結果となった2o｡米軍や政府軍は農村で随時の無差別爆撃､軍事行動を行い､農村の生産

性を著しく低下させた｡その結果､肥沃な農業国であった南ベトナムは､1970年にはアメ

リカから1,820万トンの農産物を輪入する伏況に陥ったのである21.こうした消費物資を

購入する資金はアメリカからの援助金で賄われた｡

　それでは一体､どのような層がサイゴン政権軍の兵隊になったのか｡皮肉的ではあるが､

兵隊の大部分は貧しい農村の出身であり､しかもその兵役は半永久的であった22.昇進は

カトリック教徒であるかどうか､あるいは与党の党員であるかどうかによって左右された｡

ただし､30万ピアストルを直接将軍の所にもってゆけば､後方勤務にしてもらうことがで

きたという23.不幸にして微兵された兵士たちの状況は次のようであった｡

　　｢給与はサイゴンのタクシー運転手の半分にも満たず､戦死しても恩給も出ない以上､命を的にしての

突進など酔狂以外の何者でもなかった｡(改行)兵役は金さえ払えば免除された｡有力者の子弟には国外

留学､予備役編入､司令部動務などの逃げ道があった｡貧乏くじを引かされたのが貧展出身者である｡安

い給与や食糧不足に悩まされる彼らは､窃盗､略奪､暴力事件､発砲事件を頻繁に起こした｡兵士どうし

の喧嘩で銃が乱射され､手榴弾が投げられる｡一般市民を巻き添えにしたあげ《､ベトコンの仕業と発表

される｡(改行)下級兵士の大部分は仏教徒で､政府の弾圧に反発する者も多かった｡司令部に敵の砲弾

が命中すると前線の部隊からは大歓声が上がった｡武器弾薬を闇市場で売り払う｡トラック運転手はガソ

リンを抜いて鳥と交換する｡一九六六年には五人に一人が部隊から消えた｡武器もろとも敵に寝返る部隊

もあった｡部下を虐待して説走させ給料を着服する｡架空の部隊をでっち上げてその経費で楽遊する｡多

くの司令官にとって軍隊とはビジネスの場だったとさえいわれる｡｣24

20　　｢咋年の田植えに､解放区の青年二四人が､競合地区の親や親類の家へ田櫨えの手伝いに行った｡そ

のうち十一人が政府軍につかまり､近《の町の強制収容所へ入れられてしまった｡この十一人は､つかま

ったときにワイロの金を渡す準傭のなかったものである｡五〇〇〇から六〇〇〇ドン(一万円強)を出せ

ばたいてい見のがしてくれる｡競合地区では､年に五~六回くらい､敗府軍や役人によるワイロの大掃除

がある｡たとえば､ある農家でプタを売ったとする｡当然いくらか現金があることがわかる｡大掃除がや

ってきて､老人であろうと主婦であろうと､つかまえて｢お前はペトコンだ｣ときめつけて逮捕する｡ワ

イロを出せばすぐ釈放される｡(改行)こういう話は､解放区でなくともこれまで取材した農民の間でよ

くきいた｡(参照省略)南ベトナム政府の役人が､上から下までワイロをとることは公然の事実だし､私

たち自身つぶさに経験したことである｡こうすることによって､役人や警察や政府軍は､解放戦線の評判

を一層よくし､解放戦線に協力しているかのようにみえる｡あたかも米軍が､民衆へのひどい仕打ちと無

差別攻撃によって､結果として南ペトナムの共産化を促進するのに役立っているように｡｣本多勝一､前

掲書18､222-267頁｡
2　1　Doan　Vien　Hoat　(1971),7加加吋/卯le肘θ/励面rj7別加er£而al/卯油F/el旭rメ1Fθc邸卯

C�/町肩a�∫θc/∂叩∂/μ/ca7杓μ6,Ph｡D｡Thesis,The　Florjda　State　universi　ty,　p｡221.

22これに対し､アメリカ兵の微兵期間は1年間であった｡従軍中､アメリカ兵は除隊までの日数を数え

統け､サイゴン政権の兵士は己の運命に絶望して酒と麻薬に入り浸ったという｡開高健(1990)『ベトナム

戦記』輸日文芸文庫｡

23司馬遼太郎､前掲書17､86-87頁｡司馬は諏接その経験者に､この情報が｢流説｣でないかどうか確

認している｡

24松興完､前掲書1↑､187頁｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-164　-



1967

　後で詳述するが､富裕層は子弟を秘密裏に外国留学させ､都市中間層の子弟は中等教育

の卒業資格(バカロレアn)を取得して､国内の大学に入学させた(毎年の進級試験に合

格した者に限り､微兵が猶予された)｡このため､最も安全と信じられていたサイゴンの中

等学校･大学就学者数は異常なペースで増加していったのである｡

1-3　サイゴン政権の財政状況とアメリカの経済援助

　次に､サイゴン政権の財政状況とアメリカがサイゴン政権に対して行った経済援助につ

いて検討してみたい｡図3-2はサイゴン政権の歳入と歳出を示したものである｡

　ここからわかる通り､サイゴン政権の歳入は歳出の2分の1から3分の1程度しかない

慢性赤宇状態で､しかも60年代以降は拡大傾向にある｡この財政赤宇を埋める手段が通貨

の濫発とアメリカからの援助であった25.1956年にサイゴン政権の通貨ピアストルの平価

　(対外価値)は1米ドル=35ピアストルと定められたが､ピアストルの濫発によって次第

に切り下げられ､変動為替相場制に移行した1974年には1米ドル=560ピアストルまで低

下している｡こうしたインフレーションは都市住民や兵士の扶養家族の生活を直撃し､失

業の増大や治安悪化の原因となった26.
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図3-2:サイゴン政権の財政状況
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出典:藤田和子､前掲論文25､149頁をもとに作成｡

1959 1969 1973

25藤田和子(1978)｢旧サイゴン敵権下の南ベトナム経済とアメリカの｢援助｣｣アジア･アフリカ研究

所編『ベトナム〈下巻〉政治･経済丿水曜社､148-150頁｡藤田によれぱ､73年度の通貨供給蕭は59年

度の20侑近くであったという｡

2レ6　インフレーションに加えて､1973年の米軍の撤退がさらに南ベトナムの雇用状況を悪化させた｡74

年には都市労働力の3分の1が央業状態に陥った｡このため政府軍兵士の犯罪が多発し､解放戦癩側に闇

物資を横槐しする状況が常態化した｡古田元夫､前掲書6､58-59頁｡
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原典:ECAFE｡“StatislicaI　Yearbook　for　Asia　and　lhe　Far　Easl"　各年版

およびESCAP｡“StatisticaI　Yearbook　for　Asia　and　the　Far　Easl¨各年版

　アメリカからの援助には｢軍事援助｣と｢経済･技術援助｣に大別される｡｢軍事援助｣

は武器､装備､弾薬､軍事技術などの直接供与である｡これは米軍の南ベトナム現地司令

部であるMAAG(Military　Assistance　Advisory　Group　:　軍事援助顧問団)､およびその後

身であるMACV(Military　Assistance　Command,　Vietnam　:　ペトナム軍事援助司令部)が統

括した27.図3-3からわかるように､アメリカの援助の大半は軍事援助であり､経済･

技術援助は､戦争遂行のために軍事援助の補完的存在として位置づけられたのである｡

図3-3　:　アメリカの南ベトナム援助
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出典:藤圧l和子､前掲論文25､151頁をもとに作成｡

原典:/タフj　r皿gregjひj7a/卯訂仔r/y幻鉛nc,pp｡298-299.

　　｢経済･技術援助｣には｢商品援助｣と｢直接技術援助』の2種類があった｡｢商品援

助｣は国務省の出先機関であるUSOM(United　States　Operat　ions　Mission　･:　米国経済援助

実施機構)が担当した｡商品援助は実際には消費財の現物として供与され､これを南ベトナ

ム内で販売した利益の大半が軍事予算に回される仕組みになっていた｡この商品援助こそ

が南ベトナムにアメリカ製品を氾濫させ､不透明なキックバックを蔓延させたシステムで

27パリ和平協定(1973年1河)によって米軍の｢名,誉ある撤退｣が決定すると､同年3月にMACVは解

散した｡この―連の行動は1969年7凋にニクゾン大統饌が打ち出した｢グアム･ドクトリン｣に基づい
て行われた｡このドクトリンでは､アメリカ経済の悪化やベトナム反戦運動の高まりを考慮して､アメリ

カの逼重な対外援助･軍事的犠牲を減らすことが目的とされた｡それはベトナムにおいては､来軍を撤退

させて､戦死者の皮膚の色を完全に｢ベトナム化｣することを意味した｡
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あった｡藤田和子(1978)によれぱ､1956-65年の10年間を平均して､商品援助は南ベトナ

ムの年間輸入額の65%を占めたという28.

　｢直接技術援助｣は､経済､社会､文化､農業などのインフラ整倫(USOMが立案)に充

てられた｡このスキームを用いて50年代後半には農地改革､60年代前半には戦略村の建

設､60年代後半は道路や飛行場の整備などが行われた｡すなわち､USOMが現地で基本計画

を立案し､これを受けて同じ国務省系列のUSAID(Uni　ted　States　Agency　for　lnternat　ional

Deve】opment　:　米国際開発庁)29が本国でオーガナイズする方式がとられたのである｡教

育分野に対するアメリカの援助は､サイゴンに設置されたUSAIDの教育事務所が担当した｡

　このようにアメリカの南ベトナム援助は､軍事援助についてはMACV弥ペンタゴン(国防

総省系)､民政援助についてはUSOMぐ今USAID(国務省系)という系列で別々に実施された｡

さらに毎年連邦議会で予算案の承認を必要としたため､長期的展望に基づいたプロジェク

トを策定することは至難であった｡直接技術援助についてみれぱ､たとえぱ1957年には小

学校の教科書に関するプロジェクトから大統領制の改革に関するプロジェクトまで､大小

93のプロジェクトが存在した｡これらは総合調整がなされておらず､アメリカの臣大な行

政機構の各部署でバラパラに計画されたものであった3o｡こうした状況は､アメリカにと

って予算の非効率な執行をもたらすだけでなく､サイゴン政権にとっては自国の経済発展

計画が他国の事情によって左右され､他国の議会で是非が決定されるという異常な構造を

意味したのである｡

1-4　ベトナム戦争が示唆するもの

　これまで考察してきたサイゴン政権の基本的性格､およびベトナム戦争の社会･経済的

状況は､南ベトナムの教育にどのような影響を及ぽしたのであろうか｡いくつかの問題意

識を指摘しておきたい｡

　第1に､一国の教育が内戦の混乱状態の中で行われてきたということである｡南ペトナ

ムの農村は政府側と解放戦線側に二分され､戦火の中でそれぞれの学校教育が行われてき

た｡また､北の民主共和国では抗仏戦争期には都市部から農村部に多くの学童疎開が行わ

れたが､南ベトナムにおいては政府自身の手によって農民は土地を奪われ､難民化してサ

イゴンに避難するという､全《逆の現象が起きている｡こうした伏況は教育現場にどのよ

うに反映されたか､ということは重要なテーマである｡

　第2に､一国の政治･経済･社会が特定の外国(フランス､アメリカ)からきわめて大

きな影響を受けたということである｡しかも､サイゴン政権が成立する過程で､その外国

28藤田和子､前揚論文25､151頁｡

29　1961年11月に国務省の外局として､ケネディ大統饌により設立された｡そのミッションは合衆国の

外交目標に沿って､諸外国に対して経済･人道的援助を提供することである｡

3　o　Doan　VFen　Hoat,　op,cil｡21,p.,222.
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勢力はフランスからアメリカヘと移行している｡このことは､南ベトナムの高等教育にど

のような影響を及ぽしたのであろうか｡フランスの教育面での影響力はどのように縮小し､

アメリカの影響力はどのように浸透していったのだろうか｡

　第3に､サイゴン政権の崩壊､南北統一､南ベトナムの社会主義化というプロセスにお

いて､高等教育はどのような再編が行われたのかということである｡つまり､レジーム(政

洽体制)の変化が高等教育にどのような変化を及ぽすのかという問題である｡

　第2節､第3節では､これらの点について考察を進めることとする｡なお､ベトナム戦

争が世界史にもたらした意味について若干付記しておきたい｡

　アメリカが拠り所としたドミノ理論が正しいとするならぱ､ベトナム全土の共産化によ

って東南アジアは将棋倒しに赤化したはずであった｡ところが実際にはそうはならなかっ

た｡むしろ中国とベトナムの関係は悪化をたどり､中越戦争(1979年)を引き起こすに至

った｡東南アジアの赤化はインドシナにとどまり､やがては､中国も含めていずれも市場

経済化への道を進むことになった｡事態はそれほど単純には進まなかったのである｡これ

は政治的に何を意味するのであろうか｡

　古田元夫は､ほかならぬベトナム戦争によって世界に大きな変化が起こり､古典的なセ

オリー(ドミノ理論など)があてはまらなくなったことを指摘している(1991,i57-159頁)｡

具体的には､第一に｢ある地域の運命を決するのは､一義的には､域外超大国の意思では

な《､その地域の住民の意思｣31であること｡第二に｢超大国の『辺境｣に対する軍事介

入が､｢辺境｣側の抵抗が激レい場合には､局地戦争の限界に達レてしまい､うまく機能し

ない｣32伏態が生じ､結果として超大国にも大きな犠牲を払うことになると指摘した｡つ

まり､ベトナム戦争の終結は､東西二大陣営のどちらかが勝利したということではなく､

米ソ超大国の政治的影響力をともに低下させるという皮肉な結果をもたらすことになった｡

その意味において､ベトナムの庸北統一は本質的に東西ドイツの統一(1990年)と共通す

る点があると古mは結論づけている33.

　1995年li荊､ケネディ政権の国務長官を務め､ペトナム戦争前期における米軍介入の

中心的な推進者とみなされていたロバート･マクナマラ(Robert　S｡　MCNamara,1997)は､ペ

トナム戦争研究会のアメリカ側代表団としてハノイを訪問し､ベトナム側代表団(ヴォ･

グエン･ザップ元国防相ら)とベトナム戦争が拡大した理由について率直な意見を交わし

た｡その議論の最中､あるペトナム人老高官はマクナマラに対し､｢残念ながら､あなたが

たは今なおペトナムのことを理解していないのです｡｣と述べた｡アメリカにとって､ベト

ナムは今なお重い十字架であり統けている34.

31貧田元夫､前掲書6､157-159頁｡
32同上

"同上
34マクナマラはその回顧録の中で､ベトナム戦争の失敗の理由について次のH点を挙げてい粂｡

L相手(北ベトナム､解放戦線､これを支持する申国､ソ遵)の意図を胱み違えた｡これらの国がアメ
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2 旧南ベトナムの教育制度

2-1　基本学制･教育行政

　南ベトナムの教育制度は､仏頗時代の影響を色濃く残すものであった｡第1傘で考察し

たように仏領時代の公教育である越仏学校の基本学制は､初級段階3年､初等段階3年35､

高等小学校4年､リセ3年の計13年制であった｡これに対して､南ベトナムの基本学制

　(サイゴン政権の支配地域を指す｡解放区は含めない)は､5年制の小学校､7年制の中

等学校からなる12年制であり､このうち小学校は義務教育とされた｡

　就学前教育(託児所､幼稚園､保育園)はごく小規模であったが､都市部の民聞団体や

個人によって行われた｡また､就学前教育､初等教育､中等教育のいずれにおいても私立

学校が数多く設立された36.私立学校や半公立学校(敷地や校舎は政府が提供し､教師の

給与などの経常費を自弁するシステムの学校)には仏領時代からのカトリック系学校が多

く存在しており､これらの学校にはフランス政府が多額の援助を行っていた37.

　南ベトナムの小学校には､1958-59学年度以来､｢共同小学校｣(truong　tieu　hoc　cong

　リカに及ぼす危険を過大評価した｡

2.南ベトナムの政治情勢への判断を誤った｡南ベトナムには自由と民主主義への渇望があると誤解した｡

3.北ベトナムと解放戦線の｢ナショナリズム』を過小評価した｡

4.アメリカ政府内にベトナム問題の専門家がいなかった｡

5.ベトナム戦争のような｢人民戦争｣にとっては､アメリカのハイテク戦略は限界があることに気づか
　なかった｡

6.大規模な軍事介入をする前に､アメリカ議会や国民に十分な説明をしなかった｡　　　,
7.アメリカ国民からの支持が得られなかった｡

8,アメリカ国民もその指導者も､全知全能ではないことに気づかなかった｡

9,アメリカが直接脅かされるのでない限り､国際社会が支持する多国籍軍とともに行動すべきであると
　いう原則を守らなかった｡

10.すぐには解決できない国際問題も存在するということを認めなかった｡
IL並はずれて複雑な政治･軍事の諸問題に効果的に対処できるような行政上の組織編成を行わなかった｡

　マクナマラの指摘は､①アメリカの価値観と諭理を当てはめてペトナムを認識しようとしたこと､②ベ
トナムに軍事介入することのコストを小さく考えすぎたこと､③これらの問題について政府と国民の間に

十分な意思疎通を行わなかったこと､の3点に集約できるだろう｡このうち①と②については､その本質
において古田の指摘と類似していることは注目に値する｡ロバート･マクナマラ(仲晃訳)(1997)『マク

ナマラ回顧録　ベトナムの悲劇と教訓』共同通信社､429-432頁｡およぴ仲晃(1997)｢解題一訳者あとが

きに代えて｣同上書所収､526-527頁｡

35初等学校(6年制)には初級レベル(3年制)と初等レベル(3年制)の両方が含まれる｡本諭文第

1章参照｡

36　1964-65学年度における私学の比率をみると､就学前教育22.8%､小学校16.1%､中等学校第1段階

54.3%､中等学校第2殴階41.4%となっている｡中等段階における私学のウエイトが高いことがみてと

れる｡viet　Nam　Dan　Chu　Cong　Hoa　(1976),刄郎G/朗r助刀g恥丿即ノV紹勁幻行/即G/卯加c狗丿狗c

Fa行即g励cO呼朗洵幻印Jタ邱一祗BO　Dai　Hoc　va　Tr郭g　Hoc　Chuyen　Nghiep｡　p,141.(ベトナム民

主典和国『統計年鑑:大学･中等職業教育発展の20年:1955-75年』大学･中等職業教育省)

37フランスの教育援助を主管した｢フランス文化使節団｣は､たとえぱ1957年には痢ペトナムの教育

計画に300万米ドルの援助を行った｡この援助は､私学のみならず半公立や公立学校の運営費､維持費､
給料などに充てられたという｡真保潤一郎(1%o)｢ペトナム共和国の教育現状｣『現代教育科学丿明治図

書出版､122頁｡
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dong)という名称がつけられた38.教授用語にはベトナム語が用いられ､第3学年修了時

と第5学年修了時に修了資格試験が行われた｡このため義務教育とはいうものの､原級留

置やドロップアウトが非常に多<､ウエステージ(損耗度)は深刻であった｡

図3-4:仏領期と旧南ベトナムの学制比較

最短就学年数 仏領期の基本学制 サイゴン政権下の基本学制

17
| |

16 インド シナの各高等教育機関 南･/咬トナムの各高等教育機関
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1 F
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j l

1

　　　　　　　　j

師範学校(2年制)

12 越仏リ セ(3年制)
一

↓
11 1 F 中等学校第2段階(3年制)

10 1 ｢

9 越仏高等小学校(4年制)

8 中等学校第1段階(4年制)

7 1 F

6
喘

5 越仏初等学校(初級3年十初等3年)
j k

4 小学校(5年制)

3 ↑　　　　↑
2 越仏祢 汲:学校(3年制)　村繩 学校

1
1 F　　　I F　　　　　　　　　　　　　　　　　I ｢ ! ｢

　出典:仏領期の教育制度は本論文の図1-2､サイゴン政権の基本学制はNguyen　xuan　Thu,　op｡c口.39

p.57,p.59を参考にした｡

　中等教育は4年制の第1段階(de　nhat　cap　:　中等部:第6~9学年)と3年制の第2

殴階(de　nhi　cap　:　高等部:第10~12学年)からなる中等学校(t　ruong　t　rung　hoc)で行わ

れた｡第1段階のカリキュラムはすべて共通であった｡第1段階修了後に前期中等教育修

了試験が実施され､合格者は第2殴階に進学することができた｡第2段階は､Aコース:

38　Nguyen　Huu　P.huoc(1974),a刀le即∂r訂y£如caljθ脂/昂j/θ卯μ允5　/17杓酎刀腿,/弱4-ノタアむノ1

a即好aμye　4脂/y幻5,Ph｡D｡Thesis　of　the　university　of　Southern　CaIHornia,　p.46.
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自然科学系､Bコース:数学系､Cコース:現代語系､Dコース:古典語系という4つの

コースがあり､生徒はどれか一つを選択する仕組みになっていた39.ただし､1960年代後

半からは主要な国立大学が中等教育段階でのAコースとBコースの履修を入学要件として

要求するようになったため､CコースとDコースの履修者は激減した4o｡第11学年次修

了時にバカロレアI試験(Baccalaureal　l　:ベトナム語ではTu　Tai　(｢秀才｣)I)が実施

され､合格者のみが第12学年に進級できた｡さらに第12学年の修了時にバカロレアn

(Baccalaureat　H　:ベトナム語ではTu　Tai　(｢秀才｣)H)試験が実施され､これが高等教

育機関の入学要件となった｡

　上記のシステムは中等学校の大多数を占める普通科の場合であるが､実際には普通科に

加えて､少数ではあるが農業科や技術科も存在した｡これらはフランスの職業リセをモデ

ルとして作られた｡農業科は第8学年に一般の中等学校から分岐して第12学年まで履修し

た｡技術･職業科は第10学年から分岐して第12学年まで履修した41.農業科や技術科か

らは､それぞれ専門の高等教育機関に進学することができた｡また､こうした教育省(正

確には文化教育青年省)管轄の中等学校の他､労働省や国防省などが直轄の中等教育機関

を開設していた｡

　なお､中等教育の教授用語は､1951学年度から1957学年度にかけて学年進行方式で漸

次フランス語からベトナム語に改められた42.ただし､高等教育の教授用語がベトナム語

に切り替わったのは1960年代半ばであったので､それまで初中等教育はベトナム語､高等

教育はフランス語という二言語並存体制が統くことになった｡外国語教育は､フランス語

と英語のどちらかを選択する方式がとられたが､本多勝一(1981,27頁)によれぱ､1960

年代からは英語の履修者がフランス語の履修者を上回るようになった43.

　南ペトナムの教師養成はさまざまな機関で行われた｡小学校教師の養成は各種の師範学

校(truong　su　pham)で行われた｡師範学校の入学要件は､1962年から73年まではパカロ

レアIだけであったが､1973年以降はバカロレアHが必要となった44.師範学校は2年制

で､1971-72学年度にはメコンデルタを中心に13校､および小規模の師範学級が4ケ所に

設置された45.中等学校の教師養成は､大学の師範学部で行われた｡第1段階の教師養成

コースは2年制､第2段階の教師養成コースは3~4年制であった｡国公立の師範学校･

師範学部では授業料は無料であり､すべての学生に奨学金が支給された｡その代わり､就

3　9　Nguyen　xuan　Thu　(1974),θΓ邸肩zむj朗aj5行びd訂e即d卯y町脂肘e訂尹助//c陥jy町ぶ/ljeJ　jj7
y扮/刄丿凧　Ph,D｡Thesis　of　lndiana　unjversj　ty,　pp｡55-58.

4ひ　Nguyぞn　Huu　Phu(}c｡op.cH｡39,<p｡45.

4　11　Nguyen　xuan　Thu,　op｡.cH.40.pp｡61-62.

4　2　Nguyen　Huu　Phuoc｡　op｡c11.39,ppJ8-29.

43本多勝-､.前掲書18､27頁｡
44

Ngllyen　Huu　Phuoc｡　op｡cH｡39,.p｡49

4s　N卯､ye.n　xu.n　Thu,op｡cit.40,p.釘
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職義務として卒業後10年間は教職に従事しなければならなかった46.

　総じて言えば､サイゴン政権下の南ベトナムの基本学制は､初等教育が6年から5年に

1年短縮されたことを除けぱ､仏領期の教育システムに非常に類似しているといえよう(図

3-4)｡さらに､仏領時代の修了資格試験の制度が継承され､中等教育を修了するまでに

次の5つの試験が存在した｡特に､第3学年修了時の初級教育修了試験は､小学校が前期

の初級諜程と後期の初等牒程に二分されていた仏領時代の名残である｡試験中心主義の弊

害が認識されるに伴い､これらの修了試験は次第に廃止され､最終的には②初等教育修了

試験と⑤バカロレアHだけが存続した47.

　　　　①初級教育修了試験　　　　第3学年修了時

　　　　②初等教育修了試験　　　　第5学年修了時(中等学校第1段階への入学前)

　　　　③前期中等教育修了試験　　第9学年修了時(中等学校第2段階への入学前)

　　　　④バカロレアI　　　　　　第11学年修了時

　　　　⑤バカロレアH　　　　　　第12学年修了時(大学への入学前)

　サイゴン政権の教育行政は､｢文化教育青年省｣(BO　van　Hoa　Giao　Duc　va　Thanh　Nien　:

以下､教育省と略す)による中央集権体制がとられた｡同省の行政系統は普通教育系と実

業教育系に二分され､普通教育系は小学校教育局､中等学校教育局､私学教育局､実業教

育系は農業教育局､技術教育局の各セクションから構成された｡地方教育行政はこうした

セクションごとに縦割り式で行われたので､学校間の遵携を欠き､教育リソースの配分は

非効率的であった｡このため､1973年には各省に｢教育事務所｣(Ty　van　Hoa　Giao　Duc　va

Thanh　nien　tinh)が設置され､地方教育行政が一元化されることになった48｡しかしなが

ら､すでにこの時期には南ベトナムの多《の地域が解放戦線によって占領されており､2

年後の75年4月にはサイゴン政権が崩壊したので､この新体制が十分に機能するだけの時

間的余裕はなかった｡

　サイゴン政権では形式上はアメリカ型の三権分立システムが導入され､立法府には二院

制が敷かれた｡特に上院には大統領が指名する国立大学学長の任命拒否権が与えられるな

ど､大きな権限を有した｡教育全般を審議する立法府の機関としては､｢国家教育審議会｣

(The　Nationa1　Education　Council:NEC)が1964年に首相令によって設匿されている｡NEC

は1969年に｢文教審議会｣(The　CulturaI　Education　CouncH:　CEC)として改組され､副

4　6　Nguyen　Huu　Phuoc,　op,cit｡39,pp｡5卜52.

47ちなみに､③前期中等教育修了試験は1967年に､④バカロレアIは1972年に廃止された｡D出o,
p.　132.

4　8　Nguyen　xun　Thu,　op･｡cjt｡40,pp｡69-74.Trung　Tam　Khoa　Hoc　xa　Hoj　va　Nhan　van　Thanh　Pho　HO　Chi

剛nh(1998)(HO　Huu　Nhu{)｡£允力洵碍卯加cタ肩G卯勁a刀力勁o励a/桁助りが何-/叙払Nha　xual

Ban　Tre,　p｡123(ホーチミン市社会･人文科学センター編『サイゴン=ホーチミン市の教育の歴史

　(1698-1998)』)
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大統領が招集する審議会として1967年憲法の中に成文化された49.したがって､形式上

は強い権限を有していたが､実質的にはNEC=CECの決議･提案が教育省によって実行され

ることはほとんどなく､国会においてもいかなる教育関連法案も成立に至らなかった5o｡

このため､実際の教育行政は教育省の裁量に大きく委ねられていたのである｡

2-2　初中等教育の特徴

　サイゴン政権下における南ベトナム初中等教育の第1の特微は､教育段階ごとに修了資

格試験が行われ､合格者だけが進級できるシステムをとっていたために､中途退学や原級

留置の割合が非常に高かったことである｡この点については多くの関係者が言及している｡

南ベトナムヘの教育援助に関与したミシガン州立大学が､南ベトナムの現状について1959

年にまとめた報告書の中で､エロン･ヒルダース(Elon　E｡　Hildrelh)は次のように配して

いる｡

　『明らかに中学校教育における入学･進級試験は生徒の選別を意図して作成されてきていた｡毎年小学

校卒業者の約七〇八一セントが資格試験にふるいおとされている｡試験は非常にむずかし《､一九五七年

公立･私立中学校の七万人の生徒のうち､大学入学資格試験-baccala肘eaHこ一回でパスしたものは七四

七人､第二回で回二二人である｡ことばをかえれば一七〇人に一人が中等教育を終えられるのみだという

ことになる｡｣51

　サイゴン政権の資料によれば､1966年の小学校粗就学率(6~II歳の同年齢人口比)

は65.5%､中等学校粗就学率(11~18歳の同年齢人口比)は21.0%であった52｡副首相

兼教育相のグエン･ルウ･ヴィエン(Nguyen　Luu　Vien)は1970年に書いた論文の中で､｢100

人の小学校入学者のうち､第5学年まで残っているのは半数に過ぎない｡このうち､中等

教育修了までたどり着けるのはわずか7人である｣53と述べている｡

　図3-5に1950年代後半から60年代前半における小学校､中等学校第1段階､中等学

校第2段階の就学者数を表してみた｡これによると､いずれの就学者数も増加傾向にある

4　9　NEC　とCECのペトナム語表記は不明｡

5　o　Nguyen　Huu　Phuoc,　op｡cil｡38,pp｡33-34.Phuocによれば､私学教育法案､基礎文化･教育法案､

高等教育法案などが審議中であった(1974年12月現在)｡私学教育法案は1969年と1970年に行われた

国民会議の成果をまとめたものであったが､政府･国会の関心はあまり高くなかった｡基礎文化･教育法

案は第43条に国家予算の20%を教育費として支出することを明配した点が注目される(実際には､1970
年代前半の教育費は国家予算の7%に届くことはなかった)｡同法案は内閣から国会に提出されたが審議

未了となった｡高等教育法案は教育省から提出され､1970年に上院の文教委員会で審議･修正されたが､

成立するには至らなかった｡
51同報告書は､Elon　e｡　HIldreth(1959),“The　Cha目engejn　Educalion"　in　“Part　Four:　Educa{ion

for　Development"　in　町£F醐が一勁eF行釘杓ye}¥訂E起/肩e即al/卯a/砂即肘/四,Mishigan　Sla{e

unjv｡Press,365P.本論文に引用した日本語は､真保潤一郎､前掲論文38､122頁の抄訳をそのまま使

つた｡

5　2　Republic　ol　Vielnam,　NationaI　Ministry　of　Educalion　(1964),尹rひgreぶsひ/f面ca/加刀j77り�尨l

面rj刀g/力e上Sc力㈲/ye訂/邸F抒弱,pp｣3-15.

s3　N.guyen　Luu　Vien　(1970),“A　Democracy　of　ihe　Mind'≒Free勒r/が励rjz卯s,vol.X　IX,　no｡9,

pp,　10刈4,,<
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が､小学校就学者数と中等学校就学者数の間には大きな差がみられる｡この特微は､初級･

初等学校に対して高等小学校やリセの選抜性がきわめて高かった仏領時代と同様である｡

サイゴン政権下の中等学校は仏領時代の高等小学校やリセであったところが多<､そのほ

とんどが省都などの都市部に設立されていた｡つまり､小学校から中等学校への接続は､

農村部から都市部への移動を意昧したのである｡農村の支配権をめぐってサイゴン政権と

解放戦線が争奪戦を繰り広げる中で､農村部の子女が都市部まで安全に通学することはき

わめて困難であった｡寄宿生となった場合でも､宿舎が攻撃の対象になる場合があった54.
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図3-5　:旧南ベトナムにおける初中等教育の就学者数
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注:1959-60学年度における中等学校の就学者数は不明｡1965-66学年度以降の就学考数も不明｡

出典:viet　Nam　Dan　Chu　Cong　Hoa　(1976),泗e刀as　n,如gむ;即/v趨勣む7r/朗の郎加cZ)a/崩c

Q7r聞g崩ca即郎洵力/邸抒弱一凧BO　Dai　Hoc　va　Trung　Hoc　Chuyen　Nghiep,　pp.140-141をもとに

作成｡

　図3-6はバカロレアの合格率をグラフ化したものである｡これによれぱ､バカロレア

の合格率は受験年によって大き《変動しているが､バカロレアIとバカロレアnの増減傾

向が類似していることがみてとれる｡ともに1960年代前半には10%台に落ち込んでいる

54現存する多《の記録によれば､解放戦線側よりもむしろサイゴン政府軍の暴行や米軍の無差別爆撃に

よる被害が顕著だったという｡たとえぱ､本多勝一､前掲書18､5ト63頁｡
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66.3

1972

が､その後は増加基調にある｡また､ほぼ一貫してバカロレアHの合格率がバカロレアI

の合格率を上回っているという傾向がみられる｡上記の8ケ年の平均を計算すると､バ力

ロレアIの合格率は33.2%､バカロレアHの合格率は45.2%であった｡つまり､第11学

年から第12学年への進級は3人に1人の狭き門になっており､さらに第12学年の修了時

点で過半数が落第する構造になっていたのである｡
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図3-6　:旧南ベトナムにおけるバカロレアの合格率

゛-““`‘-~'-=ゞ

70j

6{}j

5{}j

40j

30j

2{k{}

10刄

Oj

%

1958

出典:C.B｡Green(1973),5∂lea,rr朗1∂飴ery訂丿卯j,(;e2fa/　j訂好脚ほ朗a�狗la朗別加er甜肘alj郎

j/7りeむ7al,USAID/EDUC｡p,42をもとに作成｡

注1:バカロレア受験は毎年夏期に行われた｡

注2:バカロレアIは1972年をもって廃止された｡

　南ベトナム初中等教育の第2の特微は､中等教育において普通教育セクターが職業教育

セクターを量的に圧倒していた点である｡両者の就学者比率は､1960-61学年度は144:I､

1970-71学年度は59:1であった55.別のデータによれぱ､1962-63学年度には普通教育セ

クターの就学者が中等教育全体の94%を占め､残り4%が職業教育セクター､2%が師範

学校の就学者であった56.つまり､南ベトナムの中等教育人口のほとんどは大学進学予備

軍であったといえる｡南ペトナムの中等教育は､バカロレア試験によって半数以上の落第

者を生み出すという問題点と､中級技能者をご《少数しか養成しないという問題点の両方

を抱える､きわめて効率性の低いシステムだったのである｡南ベトナム人口の80%以上が

5　5　Nguyen　xuan　Thu,　op,　cH.39,p｡64

5　6　DoaLVien　HolL,　op,cil｡21,p,　234,
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農民という産業構造を考盧すれぱ､中級技能者の供給源である中等職業教育セクターは､

本来もっと大規模であるべきであり､その意味で南ベトナムの教育システムは不正常な状

態に置かれていた｡

　このような状況が常態化した理由としては大きく2点が考えられる｡一つは農業科や師

範学校への進学には､授業料免除や奨学金が支給されるという優遇措薇がとられていたが､

卒業後は一定期間の就職義務が諜せられた｡この場合､就職先は農村に割り当てられる可

能性が高《なる｡サイゴン政権は支配下農村の｢戦略村｣化を進めており､その尖兵とし

て農村に送り込まれるということは､解放戦線の標的になる可能性がきわめて高いことを

意味した｡このため中等職業セクターや師範学校への志望者は少なかったのである｡

　もう一つの理由として､大学に入学すれば微兵猶予が適用されたことが挙げられる｡現

実には､多《の中等学校生徒は｢大学で学ぶ｣ためではなく､｢微兵から逃れる｣ために､

必死でバカロレアに挑戦したのである｡こうして南ベトナムの大学は反戦･反政府遅動の

拠点となっていった｡北の民主共和国では大学は国家そのものであり､国家的意志(社会

主義)を体現する一組織であったが､南ペトナムの大学は反体制の温床となった点で著し

《対照的であった｡サイゴン政権はさまざまな方法で大学に圧力をかけていった｡これに

ついては次節で詳述する｡

　初中等教育の第3の特微は､農村が主たる戦場となったために､多くの農民が都市部と

くに首都サイゴンに流入し､その必然的結果としてサイゴンの就学者が激増したことであ

る｡このため教室の増築が間に合わず､クラスの人数は増加し､複数部制(二部制以上)

を余儀なくされた｡ジャーナリスト本多勝一は1967年にサイゴン市内の公立小学校を取材

し､次のように描写している｡

　｢一ハ教室しかないのに､生徒は七三〇〇余人に遂し､九〇人の先生が一日三交代制で六部制の授業を

している｡それでも間に合わないので､五年生は少し余裕のある近くの小学校へ当分預けたという｡呻

略)この小学校の場合､一九年前(一九匹八年)は三クラスで二五〇人しか生徒がいなかった｡(中略)

教室の増築計画は､工事費の値上がりがひどいため中断されたかたちだという｡(改行)○○君のクラス

の授業時間は､午後二時から同四時までである｡生徒は一〇〇人余り｡六部制授業のうち､三部は女子､

三部は男子ばかりなので､同じ学校でも男女別学に等しい｡｣57

　図3-7は上記の公立小学校の生徒数と学級数の増加状況を表したものである｡　1950年

代から60年代にかけて驚くべきペースで生徒数が急増し､これに対応するように学級数の

増加が図られてきたことがみてとれる｡したがって一クラスあたりの生徒数は60人前後で

ほぽ一定しているが､これは6部創を導入して1シフトあたりの授業時間数を短縮したこ

とにより実現された｡すなわち､1つの教室に平均7クラスが時間差で同居するという状

57本多勝一､前掲書18､29頁｡生徒の実名は伏せた｡
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況が生まれたのである｡
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図3-7:旧南ベトナムのある小学校における生徒数と学級数の増加状況
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2-3　初中等教育の改革

　これまでの考察で明らかになったように､南ベトナムの初中等教育は基本的に仏鎖時代

の教育制度の性格と構造を継承しており､ゆえに試験制度が複雑でドロップアウト率が高

く､職業教育が軽視されてきた｡南ベトナムヘの教育援助を主管したUSAID(米国際開発

庁)はこの状況に着目し､南ベトナム教育をアメリカ型の大衆教育に再編成することを意

図して､サイゴン政権に対して多くの政策的な関与を行ったH｡1960年代半ぱまでは､初

中等教育および職業･技術教育に対する援助が中心であった｡このうち初中等教育では､

パカロレアの改革と総合制中等学校の設立が最も大きな社会的影響を及ぽしたとされてい

る｡

　バカロレアの改革は､従来型の論述式の試験内容を客観式･選択式に改め､コンピュー

タを導入して事務処理の合理化を図ることが目的であった｡バカロレア試験がIとnに分

かれているのは､本家のフランスにおいて､リセの第2学年修了時にパカロレアの予備試

験があり､第3学年(最終学年)に本試験が行われる方式をモデルとしたものと考えられ

58　USAH)は1956年に教育事務所を設置し､南ベトナムの学校教育に関する調査･援助スキームの策定に

着手した｡その結果､①3,600の教室をもった1,200の小学校の建殷､②地方の7つの小学校に農業教育
施設の設置などが計面された｡1958年には学校インフラの50%､教師給与の50%を支払う準備を行った｡

真保潤―郎､前掲諭文38､121頁｡ちなみに､195ト57学年度における小学校の数は､公立､半公立､私

立合わせて3,446校であったが､4年後の196{ト引学年度には6,1H校に急増している｡アメリカの援助

が大きな影饗を与えたと考えられる｡小学校数のデータは､泗aG/諸n,如&加,op.eit｡36,pp.138-139

を参照｡
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る｡その試験内容はきわめて思弁的な性格が強く､文科･理科を問わず哲学が必修であっ

た59.いずれも試験科目においても､問題の本質を理解し､論理的に議論を展開し､明晰

な判断を下す能力が問われた6o｡南ベトナムで実施されたバカロレアの内容も､本国のフ

ランスに準じたものであった｡このため､①採点基準が曖昧になりやすい､②受験者にと

ってヤマの当たりはずれが大きい､②採点のための時間コストがかかりすぎる､③解答用

紙の匿名性が守秘しにくい､などさまざまな問題を抱えていた｡

　このため､USAIDサイゴン教育事務所は南ベトナム教育省と連携して､1964年に｢試験

実施･指導センター｣(The　Testing　and　Guidance　Center)を設立し61､ここを拠点とし

て南ベトナム全国に客観式テストの導入を目指した｡60年代後半に公民や歴史､地理など

の科目で実験的に客観式テストを実施したが､多くの教育関孫者が反対したために事態は

あまり進展しなかった｡ようや《1973年9月17日付の教育省令によって翌年のバカロレ

ア62から全科目において客観式を導入することが定められ､出願･採点･合否判定･合格

通知に至る一連の事務作業をコンピュータ処理することになった｡試験内容は4択式であ

った｡

　仏領時代の教育遺産の象微的存在であり､教育省の中央集権行政の根幹とも言えるバ力

ロレア試験にメスを入れたこの政策は､南ベトナム社会に大きな衡撃を与えた｡翌74年4こ

実施された新パカロレアの評判は芳しくなく､新聞はこの新システムで使用されたコンピ

ュータをもじって､｢IBMバカロレア｣と皮肉ったという63.結果的には､75年4月にサ

イゴン政権が崩壊したために､この方式はわずか1回しか実施されなかった｡

　一方､｢総合制中等学校｣(Truong　Trung　Hoc　Tong　Hop)構想は､南ベトナム中等教育に

おける普通教育偏重の体質を改善するために､オハイオ大学の専門家チームによってもた

らされた｡この専門家チームは､1962年から南ペトナムの教育省中等教育局や国立大学の

師範学部と連携して､アメリカの｢ハイスクール｣(high　school　:　公立中等学校)をモデ

ルとした新しいタイプの中等学校を南ペトナムに建設する準備にとりかかった64.こうし

て南ベトナムの総合制中等学校は､既存の国立大学師範学部の附属学校という形態をとり､

1964年にサイゴン､1965年にフエ(Hue)､1968年にカントー(Can　Tho)に実験校として設

立された｡

59南ペトナムにおいても第12学年(中等学校最終学年)には哲学が必修であった｡

6oたとえぱ､1995年にフランスで行われたバカロレア試験における理科系の哲学の試験内容をみると､

①想像力は必ず誤りといえるか､②人は真実に対して無関心でいることができるか､③アリストテレスの
責任に対するテキストを注釈せよ､の3問から1つを選ぴ､4時間をかけて諭文を作成するという､きわ

めて諭述性の高いものであった｡柏倉康夫(1996)『エリートの作り方-グランド･ゼコールの社会学』ち

くま新書､34-49頁｡
6　1　Nguyen　Huu　Phuoc,　op,　cに38,　pp,　132-133,同センターのベトナム羅表記は不明｡左記文献の英曙

表記に基づき､筆者が日本脹に釈した｡なお､同センターはのちに教育省試験局に吸収された｡

62パカロレアIは1972年をもって廃止されたので､ここではバカロレアⅡを指す｡

6　3　Di110.　,p,13‘5.

64　DHto｡,ppヽ138-139.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-178　-



　アメリカのハイスクールは､従来のヨーロッパの中等教育が大学進学のための特権的な

古典教養教育機関であったのとは対照的に､大衆の生活に結びつく実学教育を提供するこ

とにその特微があった｡ハイスクールでは､良き市民となるための一般教養に加えて､個

人の志向や能力に応じた多種多様な選択科目が提供された｡さらに､生徒の進路･職業選

択に関するガイダンスやカウンセリングが重視され､アメリカ中等教育の大衆化およびア

メリカ社会の大衆化に大きな功績を果たした65.

　南ベトナムに設立された総合制中等学校の履修コースは､他のリセと同じA~Dコース

に加え､Eコース:家政系､F:ピジネス系､G:エ業美術系,､H:農業系の4つが加え

られた｡履修科目は､必修科目(ベトナム語､歴史､地理､9公民､数学､物理､化学､体

育､ガイダンスなど)､職業科目(家政学､経営学､工業美術など)､選択科目の3種類が

あった｡A~Dコースを選択した場合は､カリキュラムは必修科目95%､選択科目5%の

構成比であったが､E~Hコースを選択した場合のカリキュラムは､必修科目65%､職業

科目30%､選択科目5%となり､多様な職業科目を履修する仕組みとなっていた66.

　サイゴンとフエの総合制中等学校の校長は､オハイオ大学で研修を受けた｡また､南ペ

トナムの中等学校にこれまで存在しなかった科目を担当するベトナム人教師の多くは､ア

メリカの教育機関で研修を受けた｡さらに､総合制中等学校を受験する場合は､その入学

要件である初等教育修了試験は通常の論述式試験とは区別され､サイゴン大学の監督の下

に客観式の試験が実施された6≒こうした試行段階を経て､新たに1968年に11校､1970

年に3校の中等学校が総合制に改組された68｡古典教養中心の従来型の中等学校が批判に

さらされてきただけに､総合制中等学校は甫ベトナムにおいて一定の評価を受けたが69､

その設立と維持には高いコストがかかるために､実際に改組された中等学校は一部にすぎ

ず7o､比較的設備が整っていたのはわずか1~2校であったという71.

　たしかに､アメリカは1960年代半ぱから､南ベトナムの中等教育改革に大きな影饗力を

及ぽしたといえるであろう｡ただし､客観式バカロレアや総合制中等学校の構想が南ペト

ナムの地に実現されたのは､1975年までのわずか数年間にすぎなかった｡この点について､

現代のベトナムではどのような評価がされているのであろうか｡

65アメリカでは1930年代には同年齢人口の過半数が中等教育を受けるようになった｡ハイスクールは

戦後日本の新制高校のモデルにもなった｡しかし､大学進学のための準備教育と社会人になるための実用

主義教育という2つの教育機能をどう両立するかというジレンマに直面し､アメリカにおいても中途退学

者や学力低下などの問題を引き起こしている｡

66　DIHo,　pp｡i42-144.,

67　DIHo,　p.135.この試験制度は､バカロレアHが客観式に切り替えられるよりも早《導入された｡
68　DIHo,　p.48.教育省はさらに改組予定校として88校をリストアップしていた｡実現したかは不明｡

69サイゴン政権教育省は､これまで実験険階にあった総合制中等学校のカリキュラムを､1971年に正式

に承認した｡Ditto,,p.140.
7　o　1964-65　学年度における甫ベトナムの中等学校数は､第1段階が364校､第2段階が208校｡以後は

不明｡),/V/邸心s7加J7g加,op｡cil,　36.　p｡139.したがって､少なくとも総合制中等学校は南ベトナ

ム中等教育全体の1割にも満たない特別な存在であったといえるだろう｡

7　1　Nguyen　Huu　Phujoc,　op,　ciレ38,　p.　49.
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　ホーチミン市社会･人文科学センターが1998年に出版した(HO　Huu　Nhut　著)『サイゴン

=ホーチミン市の教育の歴史(1698-1998)』(Trung　Tam　Khoa　Hoc　xa　Hoi　va　Nhan　van　Thanh

Pho　HO　Chi　Minh　(1998)£jr力如Gjaθ加rS肘6加n郎力撒ひ崩aj折加ぐ抒紹一扨タ砂)

は､戦時中であったこと､および貧困､人材不足､外国(アメリカ)の押しつけに対する

民衆の非協力的態度によって､これらの改革は十分な成果を挙げられなかったと結論づけ

ている｡しかしながら､｢アメリカとサイゴン政権は共同小学校や総合制中等学校など多く

の実験的な教育を実施した｡これらは越仏学校のように人文的でな《､より実践的な性格

をもっていた｡また､地域の実情に対応し､現代教育の発展に適していたものであった』72

と､教育の内容自体には―定の肯定的評価を下していることは注目に値する｡

2-4　解放区における教育

　解放区の教育状況を知る手がかりは極めて少ないが､学齢児童に対する初等教育(普通

教育第一段階)と､成人非識宇者に対する識宇教育および思想教育が中心であったことが

確認できる｡筆者の調べた限りでは､高等教育機関の存在は確認できなかった｡教育段階

の区分や学校の名称は､北ベトナム(民主共和国)と同一であり､抗仏戦争時代のベトミ

ンの教育制度が参考にされた｡特にメコンデルタは北部ペトナムと異なって､伝統的に識

宇率の低い地域であったため､解放戦線に協力した農民や兵士に対する識字･思想教育は､

　｢文化補習校｣(t　ruong　bo　tuc　van　hoa)という名称の成人学級を通じてさかんに行われた

ようである｡この補習学級で見込まれた者は､教師養成クラス(短期牒程は10日間､長期

課程は2年間)を受講して解放区の小学校教師となった73.

　解放区では解放戦線=臨時革命政府の制作した教科書が用いられた74.昼はサイゴン政

権側の占領地域､日没後は解放区となる｢競合区｣(vung　tranh　chap)では､サイゴン政権

の教科書が一部修正して利用された｡攻撃を受けた時は､生徒は教科書やノートをマシン

ガンの弾丸格納箱やナイロン袋に入れて防空壕に避難したという｡日没後は解放戦線から

政治委員が派遺され､大衆の宣伝工作にあたった76.いずれにしても､解放戦線の教育は､

民家の一角や防空壕の中で行われ､常に死と隣り合わせの状況に置かれていたのである76.

7　2　Trung　Tam　Khoa　}{oc　xa　Hoi　va　Nhn　van　Thanh　Pho　}{o　Chi　Minh　(HO　Huu　Nhul),op｡c出48,p｡128.

73たとえぱ､】974年9月の時点で､サイゴン郊外のクチ解放区では､2つの小学校に284人の生徒が､

文化補習校6クラスに60人が､教師養成クラス長期諜程に】9人が在籍していた｡また､他の解放区では

普通教育第二段階が開設されたところもあった(タイニン省のxom　Giua　解放区など)｡DI　Ho,　pp.126-127.

教師は中･高等教育を受けた経験のある解放戦線の政治委員などが中心であった｡

74教科書などの物資は､ホーチミンルートを通じて北から―定量の供給があったと推測される｡

75　DiHo,　pp.125-126.

76解放区の村の教育状況を尋ねた本多勝一に対して､村の政治委員は次のように返答している｡｢原則

とレて一部落に-ヵ所の初等(小学)教育施設があります｡この村の場合､以前は教会やディン(亭)な

どが学:校に当てられていましたが､次々と爆撃で破壊されてしまったので､一般民家で代用せざるをえな

くなりました｡最近は無差別銃砲撃がひどくなって､子供が一ヵ所に集まること自体が危険になったため､

しばら《休んでいる状態です｡｣本多勝一､前掲書18､304頁｡
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第2節　サイゴン政権下の高等教育とその再編

　本節では､サイゴン政権下の南ベトナムにおける高等教育伏況､これに対するアメリ力

の援助､そしてサイゴン政権崩壊に伴う南ベトナム高等教育の再編について検討する｡

1.サイゴン政権下の高等教育

　南ベトナムにおいては､どのような高等教育機関が発達し､それらはどのような性格を

有していたのであろうか｡またベトナム戦争と高等教育機関の関わりはどうなっていたの

であろうか｡

1-1　旧南ベトナム高等教育の形態

　第2章第1節で明らかにしたように､南ベトナム高等教育のルーツは､仏領期を通じて

ハノイを中心に発展してきたインドシナ大学=仏領ハノイ大学であった｡小規模の高等教

育機関の連合体であるこの大学は､抗仏戦争中に｢越仏混成大学｣(vien　Dai　Hoc　Hon　Hop

viet-Phap)と名称を変え､フランスとバオダイ･ベトナム国の共同管理を受けて､サイゴ

ンヘの移転や分校設置が進められた｡ジュネープ協定によってベトナムの国土が南北に分

裂すると､これらの物的･人的リソースはサイゴンに集中され､1955年5月､サイゴン政

権のもとで｢ベトナム国家大学｣(Vien　Dai　Hoc　Quoc　Gia　viet　Nam)として再編成される

に至った｡さらに､2番目の国立大学としてフエ大学が1957年に設立されるに伴い､ベト

ナム国家大学は｢サイゴン大学｣(vien　Dal　Hoc　Saigon)と改称された｡南ベトナムの高等

教育はこのサイゴン大学を中核として発展することになったI｡

　南ベトナムの高等教育機関を大別すると､①国立総合大学､②国立の単科高等教育機関､

③コミュニティ･カレッジ(｢共同大学｣)､④私立大学､⑤文化教育青年省以外の省庁が主

管する国立高等教育機関の5形態が存在した｡以下､それぞれのカテゴリーについて取り

上げる｡

①国立総合大学

　ペトナム国家大学の母体となったのは次の各高等教育機関であり､これらが各学部とし

て再編された｡このうち､文科大学以外はすべて第二次大戦以前に植民地敢府によって設

立されたルーツをもつ(第1章参照)｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･

　　･法科大学　(1947年サイゴンに分校殷立)　　　　　　　　→法学部(1955)

　　･医薬科大学(1947年サイゴンに分校設立)　　　　　　　　→医歯薬学部(1955)､薬学部(1961)､

I南ベトナムの大学は､いずれも｢大学院｣(v｣en　dai　hOC)という名称をもち､これに属する各学部は｢大
学校｣(げuong　dai　hoc)という表配が用いられた｡しかしこれらは日本脹的意味での｢大学院｣やr大学

校｣とは異なるので､誤解を避けるために本諭文ではそれぞれ｢大学｣｢学部｣として訳出する｡
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯学部(1963)､(新制)医学部(1966)

･建築短大(1948年､ダラットの美術短大建築科が昇格､1950年サイゴン移転)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→建築学部に昇格(1967)

･科学大学(1949年サイゴンに分校設立､1951年大学昇格)　→理学部(1955)

･文科大学(1950年ハノイに新設､南北分裂後にサイゴン移転)→文学部(1955)

･師範短大(1950年ハノイで再開､南北分裂後にサイゴン移転)→獅範学部に昇格(1958)

　これら8学部に加えて､ベトナム国家大学=サイゴン大学には､語学センター(Trung　Tam

Sinh　Ngu)､および1923年に植民地政府によって設立された｢ニャチャン海洋学院｣(Hai　Hoc

vien　Nha　Trang)が1969年に理学部附属の教育･研究機関として併合された｡

　1957年には､南ベトナム2番目の国立大学として｢フエ大学｣(Vien　Dai　Hoc　Hue)が設

立された｡フエ大学は法､文､理､師範､医の5学部から成り､中部ペトナムにおける唯

一の高等教育機関として発展した｡フエ大学の特微は､ベトナム中部唯一の医学部が開設

されたことと､公立大学であるにもかかわらず､教･師の多くはカトリック神父であったこ

とである'｡フエ大学の組織は多《の点でサイゴン大学に類似しており､教師はサイゴン大

学でフランス的教育を受けた者､直接フランスに留学した者が多数を占めた3.

　1966年には､第三の国立大学としてメコンデルタ最大の都市であるカントーに｢カント

ー大学｣(vien　Dai　Hoc　Can　Tho)が設立された｡同大学は法･社会科学､文､理､師範､

農の5学部に言語センターから構成された｡

②国立の単科高等教育機関

　総合大学とは別に､南ペトナムには国立の単科高等教育機関が3つ存在した｡その一つ

は1957年に設立された｢フートー国家技術センター｣(Trung　Tam　Quoc　Gia　Ky　Thuat　Phu

Tho)である｡同センターは､技術･基礎科学､土木､工業技術､電気､化学､航海学など

にわたる短大レベルの教育機関の集合体であり､技術科中等学校からの進学が主流であっ

た｡1972年9月に『国家技術学院｣(Hoc　vien　Quoc　Gia　Ky　Thuat)と改称された｡修学年

限はエンジニア課程が4~5年間､中級技術者課程は2年間であった4.もう一つは､1962

2　1950年代後半において､教師50人のうち34人がカトリック神父であったという｡学長および学部長も

カトリック神父であった｡これらのことは､ジエム大統饌の出身地がフエであり､彼が厳格なカトリック

であったことと､おそらく無関係ではないであろう｡真保潤―郎(1960)｢ベトナム共和国の教育現状｣『現

代教育科学丿明治図書出版､123-124頁｡同論文はElon　E｡　H`ildreth(1959),“The　ChaH　enge　in
Educalion"　in　“Parl　Four:　Educalion　for　Developmenl"　jn　町訂り咄F乃e　F/r肩F/ye　ye訂5j尨

7がer17aり卯∂/Sy即邸丿鴎Mishigan　Stale　univ,　Press,　365P,の抄訳｡
3　Ton　Thal,　Thien(1973),“Higher　Educalion　in　a　TransHionaI　Country　Plagued　by　COloniaHsm　and

War:　The　Case　of　Soulh　vietnam'≒(Hoong　ed,)加ye/卯l印1∂/≒附μe7釦肘aり如功ぶ卯1加お1おjaj
尹r助/e脚a刀d7訂ぼぶ,Sjngapore,p.　Z8,

4　Tru題T繍駄oa　Hoc　xa　Hoj　va　Nhan　va.n　Thanh　Pho励Chi　Minh　(1998)(HO　Huu　Nhul),£片力釦心卸

加c洵j　G卯　勁即力扮θ加Oj鮒幼ぐTμタF/タ9私Nha　xuat　Ban　Tre,　pp,H　2-1　1　4.　(ホーチミン市社会･

人文科学センター編『サイゴン=ホーチミン市の教育の歴史(1698-1998)』)
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年には中等教育技術科の教師を養成するために設置された｢技術師範短大部｣(Ban　Cao　Dang

Su　Pham　Ky　Thuat)である｡

　残る一つは､仏鎖時代の農林学校に起源をもつ｢国家農業センター｣(Trung　Tam　Quoc　Gia

Nong　Nghiep)である｡同センターは1959年にラムドン省バオロク(Bao　Loc)に設置された

が､安全上の問題からのちにサイゴンに移転された｡このセンターは､農林水産学､獣医

学､畜産学などに関する短期高等教育レベル(以下､短大レベルと略す)の教育機関の集

合体であり､農業科中等学校からの進学が主流であった｡修学年限は専門分野に応じて3

~4年間であった｡1972年には｢国家農業学院｣(Hoc　vien　Quoc　Gia　Nong　Nghiep)と改

称された5.

　このように南ベトナムでは技術･職業教育は長ら《短大レベルとして位置づけられ､総

合大学よりも一段低い扱いを受けてきた｡こうした体質は純粋学問を重んじる仏領時代以

来の伝統であったが､南ベトナム教育省やUSAIDは次第にその弊害を認識するようになっ

た｡ようやく1973年3月29日の大統領令によって､工学･農学系の最高学府である｢ト

ウドウックエ科大学｣(vien　Dai　Hoc　Bach　Khoa　Thu　Duc)が設立されるに至った｡

　トウドウックエ科大学は､基本的には上記の国家技術学院と国家農業学院､およぴ技術

師範短大部の3つの機関をトウドウック地区6に統合する形で誕生した｡技術学部､駿学部､

教育学部､基礎教養課程(Truong　Dai　Hoe　CO　Ba､n)､大学院牒程(Truong　Dai　Hoc　Cao　Cap)

の5部局が開設された7.ただし､サイゴン政権の崩壊によって2年間しか存続しなかった

ために､後者の3部局は実質的には機能することな《閉校となった｡それでも､従来は小

規模でバラバラに設置されていた短大レベルの技術･職業教育機関を総合工科大学として

統合･昇格させたことの意味は大きい｡制度的には､大学に昇格したことで､一般教養牒

程や大学院課程が設置され､学年ごとの進級試験制度に代わって単位システムが導入され

た｡カリキュラムの内容はベトナムの実情に応じた実学的な内容が盛り込まれた｡アメリ

カのいわゆる｢土地交付大学｣(land-grant　co目ege)がこの工科大学のモデルとなったと

いわれている8.

③コミュニティ･カレッジ(共同大学)

　実学教育に対する二ーズに応える形で実現したもう一つの学校形態が､2年制の｢コミ

ュニティ･カレッジ｣(Vien　Dai　Hoc　Cong　Dong　:　直訳すると｢共同大学｣)である｡制度

としてのコミュニティ･カレッジは1971年8月15日の大統領令によって認可され､同年

s　Di　l　10.　pp,　I　I　4-1　1　5.

6サイゴン郊外(南東方向に約15キロメートル)の地名｡
7　viet　Nam　Dan　Chu　Cong　Hoa　(1976),yj即硲朗7加紹加;即均lj)力a1　7'rj朗び/卯加ご狗/及,c吻行即g

j㈲ca即朗洵幻印/舒5-凧BO　Dai　Hoc　Va　Trung　Hoc　Chuyen　Nghiep,　pj34.

s　Nguyen　Huu　Phuoc　(1974),Cθj71e即θ/･ary甜∂caび卯a/昂//肘卯幻6　/17　F畑師紹｡/舒F/タフむj4

ひ即訂∂吋yeルフa/y5/j,Ph｡DレThesjs　of　lheuniversi　!y　of　Southern　Cal　i　fornja,　ppj51-153.
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にメコンデルタの都市ミトー市(My　Tho)に｢上デルタ共同大学｣(vien　Dai　Hoc　Cong　Dong

Tien　Giang)が､南シナ海沿岸の都市ニャチャン市(Nha　Trang)に｢沿海共同大学｣(Vien　Dai

Hoc　Cong　Dong　Duyen　Hai)が設立された｡さらに､1974年には中部ベトナム最大の都市ダ

ナンに｢クアン･ダー(Quang　Da)共同大学｣､南シナ海沿岸のクイニョン市に｢クイニョン

中級職業大学校｣(Truong　Dai　Hoc　Chuyen　Nghiep　Trung　Cap　Qui　Nhon)が設立された9.

これらの学校はアメリカのコミュニティ･カレッジをモデルとし､いずれも基礎学科と専

門学科の2学科体制をとった｡運営方法の点では､私立大学と同様に理事会が設置され､

理事長はコミュニティ･カレッジを傘下に置く国立大学の学長が兼任する仕組みになって

いた10｡他の理事には所在地の自治体の首長など､教職員以外からも任命された｡･

　問題はこれらの学校が､下記のようなアメリカのコミュニティ･カレッジの基本コンセ

プトをどの程度反映したものであったかということである｡

　･高等教育への導入としてのりベラルアーツ教育(基礎教養教育)を提供すること

　･地域の実情に即した実学教育を提供すること

　･運営面､財政面において地域社会･地域住民が主体的役割を果たすこと

　･原則として入学希望者の選抜を行わないこと

　このうち､南ベトナムで重視されたのは地域の特性に合わせた実学教育であった｡上デ

ルタコミュニティ･カレッジの専門学科は農業に特化され､沿海コミュニティ･カレッジ

の専門学科は水産業と電気･電子工学に特化された｡しかし､財源のほとんどは中央政府

が負担したので､地域社会による自律的な運営は実現できなかった11.また､アメリカと

異なり､入学者選抜も実施された｡つまり､南ベトナムではアメリカのコミュニティ･力

レッジの相当部分が換骨奪胎される形で導入されたといえる｡南ペトナムにおけるその最

大の機能は､年を経るごとに高まる高等教育ぺの進学圧力を緩衝させる役割であった12.

④私立大学

　南ベトナムにはいくつかの私立大学が設立された｡最も歴史の古いのは｢ダラット大学｣

(v｣en　Dai　Hoc　Da　Lat)であった｡この大学はジエム大統領の弟であるゴー･ディン･トゥ

ック(Ngo　Dinh　Thuc)司教によって1958年に設立されたカトリック系の大学である｡教師

給与などの経常費はカトリック教会から支出されたが､敷地や建物はサイゴン政府が提供

した｡さらに､ジエム政権の強力な支持者であったアメリカのスペルマン枢機卿が南ペト

9斟朗Gj∂l勁卯g加,op.cH.7,p.135,.

‘o　Nguyen　xuan　Thu　(1974),砂gl肩zsり卯a/ぶlrl/c扨μ郎d面yer刀即ごeθ/尹励/允吻/腎rぶμ/eタ//7　y/e/刀諮,

Ph｡D｡Thesis　of　lndiana　universHy,　､pp.55-58.

"Nguyen　Huu　Phuoc,　op,　cit.8,ppj47-148.

"DO　Ba　Kha　(1974),¨Problems　of　unjvers　i　ty　Growth　jn　vietnam"　,(Anthony　Tapjngkene　ed.)勁e
心･∂釘力of　Sθ沢加aぷ/おj即吻/yが5μjeぷj£印aj75　/卯yer5邸&刀卯月ぬ/jθj7.Regional　lnslitute　of

High訂EdlcaHon　and　Development,　SiBgapore,p｡35.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-184　-



ナムを訪問した際､郷はダラット大学に25,000米ドルを寄附している13.こうした点から

も､同大学は他の私立大学と異なり､初期のサイゴン政権に庇護された特別な存在であっ

た｡師範学部､文学部､理学部､政治･経営学部､神学部の5学部が設置された｡

　2番目に古い私立大学は､1964年に設立された仏教系のヴァンハン大学(vien　Dai　Hoc

van　Hanh)であった｡仏教徒を徹底的に弾圧したジエム大統領はこの前年に暗殺され､64

年には政洽的反動としてサイゴン政権の中枢に仏教徒が登用されている｡ヴァンハン大学

はこうした仏教系有力政洽家の支援によって設立された14.仏教学部､文学･人文科学部､

社会科学部15､教育学部､応用科学部に語学センターを加えた6部局があった｡当初は仏

教学部が中心であったが次第に社会科学部や文学･人文科学部の規模が大きくなった｡

　この他､1970年代に入ってから多くの私立大学が設立された｡いずれも在籍者数は5千

人未満の小規模大学であった｡

　ミンドウック大学(vi　en　Da　i　Hoc　Minh　Duc　:　1　970　年股立)

　ホアハオ大学(vien　Dai　Hoc　Hoa　Hao　:　1970年にホアハオ教団が設立)

　カオダイ大学(vien　Dai　Hoc　Ca､o　Dai　:　1971　年にカオダイ教団が設立)

　レジーナ･パシス女学院(Nu　Hoc　vien　Regina　Pacis　:　1972年に女子修道院の教育機関として設立)

　クーロン大学(vien　Daj　Hoc　Cuu　Long　:　】973年設立)

　ティハン大学(vien　Dai　Hoc　Tri　Hanh　:　1973年設立)

　フンナム大学(vien　Dai　Hoc　Phuong　Nam　:　1974年設立)

　ミンチー大学(vien　Dai　Hoc　Minh　Tri　:　1974年設立)

　ラサン大学(vien　Dai　Hoc　Lasan　:　1974年設立)

　このように南ベトナムの私立大学は宗教系の学校が多《､歴史の浅い大学ほど規模が小

さいという特微がみられる｡また､ダラット大学やヴァンハン大学のように､南ベトナム

では私立大学といえども､国家権力とは無関係ではいられなかったのである｡

⑤文化教育青年省U外の省庁が主管する国立高等教育機関

　①~④までは国立私立を問わず文化教育青年省の監督下に債かれたが､その他の省庁が

高等教育機関を主管する場合もあった｡たとえぱ､｢国家行政学校｣(Truong　Quoc　Gia　Hanh

Chanh)は､大統領府直轄(当初は首相府直轄)の学校として高級官僚の養成を行ったj6.

13真保潤一郎､前掲論文2､123-124頁｡

14教育相は殷置認可を与え､建設相は4階建ての校舎を提供した｡Ton　Th　l　Th　j　eJI,　op｡cjl｡3,p｡36.

1S経済学､商学､政治学､社会学､人類学など｡

'6　1952年に｢国家行政学校｣としてダラットに新設｡55年にサイゴンに移転し､r国家行政学院Jと改称｡

1973年｢国家行政学校｣に再度改称｡Trung　T,am　Khoa　Hoc　xa　Hoi　va　Nhan　van　Thanh　Pho　HO　Ch1　MinhO{o

Huu　Nhul),op｡,cil｡4､,p｡120.
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表3-1　:旧南ベトナムにおける高等教育機関の設立･改組

設立･･

組年

国立総合大学 国立単科高等教育機関 コミュニティ･

レッジ(共同大学)

私立大学

1955 ベトナム国家大学

1956
1 ｢

1957 回不調

エ大学

フートー国家技術セン

:
ト

E

1958 ダラット大学

1959 国家農業センター

1960

1961

1962 技 蔚師範短大部

1963

1　9　6　4, ヴァンハン大学

1965

1966 カントー大学

1967

1968

1969

1970 ミンドゥック大学､

アハオ大学

1971
▼

上デルタCC､沿海CC カオダイ大学､

1972

卯　　　　　皿

レジーナ･パシス女

院

国家技術学院
▼

国家農業学院|

1973
E　　　▼　　　　i
1　　　　　　　　1
　　　　　　　▼

クーロン大学､

ィハン大学トゥドゥックエ科大学|

1974 クアン･ダーCC､

クイニョン中級職業

学校

フンナム大学､

ミンチー大学､

サン大学

注:CCはコミュニティ･カレッジの略｡矢印は改組の流れを指す｡囲みの大学は改組された機関｡
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　国防省系では『士官学校｣(Truong　vo　Bi　Quoe　Gia　viet　Nam　:　直訳だと｢ベトナム国家

軍事学校』)､『戦争政治大学校｣(Truong　Dai　Hoc　Chien　Tranh　Chinh　Tri戸､｢軍医大学

校｣(Truong　Dai　Hoc　Quan　Y)などがあった18.これらの諸学校の実態については不明な点

が多いため､本章の考察対象には含めないこととする｡

　表3-1では､①~④の高等教育機関の設立順をカテゴリー別に図示した｡ここからは､

1960年代後半までと1970年代以降でまったく状況が異.なっていることが読みとれる｡す

なわち､1950年代後半から60年代にかけては南ベトナムの高等教育機関は国立総合大学

　(サイゴン大学､フエ大学､カントー大学)が圧倒的なシェアを誇っていた｡当時は､工

業･農業系の単科教育機関は短大レベルに過ぎず､わずかに私学セクターにダラット大学

とヴァンハン大学の2校が存在していただけの｢無風状態｣であった｡

　ところが1970年代に入ると､コミュニティ･カレッジ(共同大学)が誕生し､工業系･

農業系の単科学校が工科大学に統合され､加えて多くの私立大学が統々と設立されるに至

った｡こうした兆候が南ベトナム社会にどのような変化をもたらしたかは､サイゴン政権

がまもなく崩壊したために､詳しく知ることはできない｡ただ､工科大学やコミュニティ･

カレッジの構想がアメリカ高等教育をモデルとしたことは多くの文献から明らかであり､

1970年代に人ってアメリカの援助が高等教育重視にシフトしたのではないかと考えられ

るのである｡この問題については次項で詳し《検討したい｡

1-2　旧南ベトナム高等教育の特徴と拡大動向

　これらの高等教育機関はどのような性格をもち､

うか｡以下､具体的に検肘したい｡

どのような発展を遂げてきたのであろ

①就学者数の勤向

　図3-8では､国立総合大学､私立大学､国立単科高等教育機関､コミュニティ･カレ

ッジの形態別に就学者数を時系列に並べてみた｡ここからは､南ベトナム高等教育の就学

者数は一貫して増加しており､特に1970年代に入ってからの増加傾向が著しいことがみて

とれる｡もう一つの特徴は､高等教育全体において国立総合大学の占める割合が圧倒的に

大きいことである｡

　南ペトナム高等教育は1950年代後半にサイゴン大学､フエ大学､ダラット大学で発足し､

しだいに他の形態の教育機関が増えていったわけだが､1974-75学年度の高等教育就学者

数166,475人に占める国立総合大学131,049人の割合は78.7%と､8割近《を保っている｡

その他の学校形態をみると､私立大学は28,683人､トウドウックエ科大学が2,883人､コ

11同校の主目的は確認できず｡

ls'岩朗g/諸7加刀g瓦e｡op.cit.7,p｣36.
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ミュニティ･カレツジが3,860人となっており､1970年代に新規設立された高等教育機関

はいずれも小規模であることがわかる｡

1958-59

1960-61

1962-63

1964-65

1966司7

1968司9

1970-71

1972-73

1974-75

0

一一- -----

図3-8:旧南ベトナム高等教育の量的拡大
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出典:Charles　Green　(1973),ぶ聞earμ加∂おerya/jθ肘,Q?17era/　7訂or潤//oj7　a�狗la如別励er

£dぴcalj∂jり刀F/elzla･,USAID/Saigon,p.13をもとに作成｡

　さらに､国立総合大学の中でもサイゴン大学が圧倒的な量的規模を有していたことがわ

かった｡前述したように､サイゴン大学は南ベトナム最初の高等教育機関であるぱかりで

な《､そのルーツは仏領時代のインドシナ大学=仏領ハノイ大学にまで遡る歴史を有して

いる｡仏領時代は数十人から数百人の小規模な専門学校の集合体であったが､南ベトナム

に移転･再編されるやいなや､短期間のうちに急速に量的拡大を遂げたのである｡

　図3-9では､南ベトナムの高等教育全体に占めるサイゴン大学就学者数の比率を示し

たものである｡発足当初は高等教育就学者の90%近《を占めていたが､新規の大学が開設

にされるにつれてシェアは次第に低下している｡それでも､1974-75学年度においてもサ

イゴン大学1校で高等教育就学者全体の3分の2を占めるという特異な状況が続いている｡

この年度の就学者はサイゴン大学がH3,554人であるのに対し､2番目に大きなフエ大学

は9.084人にすぎず､サイゴン大学の10分の1以下にすぎない｡
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　事実､サイゴン大学には南ベトナムの著名な学者･科学者､知識人が集中していた｡サ

イゴン大学は南ベトナムにおける学術の象徴であった｡1972-73学年度のデータによると､

南ベトナム全土の大学教師1,H7人のうち､174人が博士号およびこれと同等の学位を持

っており､このうち118人がサイゴン大学に在籍していた｡残りはフエ大学10人､カント

ー大学10人､国家技術学院13人､国家農業学院8人､国家行政学院14人､ニャチャン海

洋学院1人であった19.全体の約68%をサイゴン大学が占めていたことになる｡

r-‘`~-“

図3-9　:旧南ベトナム高等教育に占めるサイゴン大学のシェア

J-----　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WW

　　　　　　　　　　　　　　　國サイゴン大学ロサイゴン大学な外
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1958-59

1960H;1

1962-{;3

　1964-{;5

学

年1966-67

度

　1968-{i9

1970-71

1972-73

1974-75

出典:1974-75学年度以外のデータは図3-8と同じ｡

　　　1974-75学年度のデータは､荊即硲態勁朗g恥,op｡cit｡7,ppj34-136.

100%

②政府予算およぴ私学助成

　こうした規模の違いは政府の高等教育予算の配分方針にも反映されていた｡1973隼度の

高等教育予算をみると､臣大な就学者を抱えるサイゴン大学の予算(16億2千万ピアスト

ル:以下P)が群を抜いて多《､これに次いでフエ大学(6億7,400万P)とカントー大学

　(5億5,900万P)､および国家技術学院(4億7,900万P)と国家農業学院(4億5,600

万P)の順となっている｡これに対し､コミュニティ･カレッジの予算(1億3,000万P)

や私立大学への助成金(3,700万~4,900万P)は相対的にみて非常に少ない｡すぺてのコ

ls恥uyeLxuan　T}}u,op,c江]0,.p｡99
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ミュニティ･カレッジと私立大学の予算を合計しても､国家技術学院1校分の予算にしか

ならないのである｡ここで注目されるのは､図3-10の散布図にみられるように､国立

大学の予算規模は就学者数にほぽ比例しているのに対し､私立大学への助成額はほぼ一律

に低い水準に抑えられていることである｡

　次に､主な高等教育機関の学生一人あたり政府予算(および私学助成金)を算出すると､

次のようになる'o｡

　　サイゴン大学(国立)　　　　　　　　　　　　　　25,400P

　　フエ大学(国立)　　　　　　　　　　　　　　　　113,300P

　　カントー大学(国立)　　　　　　　　　　　　　　124,600P

　　国家技術学院(国立)　　　　　　　　　　　　　　556,300P

　　国家農業学院(国立)　　　　　　　　　　　　　　643,200P

　　上デルタコミュニティ･カレッジ(国立)　　　　253,400P

　　沿海コミュニティ･カレッジ(国立)　　　　　　197.900P

　　ダラット大学(私立)　　　　　　　　　　　　　　II｡700P

　　ヴァンハン大学(私立)　　　　　　　　　　　　　】4,500P

1,800,000

政1,600,000

府
予
算
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る1･200･000
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図3-1　0　:　旧南ベトナム高等教育における就学者数と予算の関係

100 1,000

就学者数
10,000 100,000

　出典:図3-8と同じ｡備考:就学者数は1972-73学年度､予算は1973会計年度｡就学考数は各機関

によって大きく異なるので､横軸は対数を用いた｡

2o就学者数は1972-73学年度､予算は1973会計年度､コミュニティ･カレッジは1972-7｢3学年度の就学

者数が不明のため､!974-75学年度の就学者数を用いた｡
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　学生一人あたり予算において最も優遇されているのは､トウドウツクエ科大学(国立)

への統合を目前に控えた国家技術学院と国家農業学院であり､次いでコミュニティ･カレ

ッジの順になっている｡逆に､学生数の多い既存の国立総合大学の一人あたり予算はあま

り多《ない｡新型の高等教育機関に対する―定の予算的配慮があったと考えられる｡

　なお､授業料については､国立大学では年間1,000ピアストル(約2ドル)程度に抑え

られ､実質的には無料に等しかった｡さらに国立大学の師範学部や農学部は農村教師や展

業技術者の養成を奨励するために､完全に無料とされた｡私立大学の授業料は年間10,000

ピアストル(約20ドル)前後であり､国立大学の約10倍程度であった≒

③学部別の特徴

　就学動向を学部別に観察するとどのような特微がみられるだろうか｡図3-11では､

南ベトナム最大の高等教育機関であるサイゴン大学における各学部の就学者数を時系列で

示したものである｡

図3-1　1　:サイゴン大学の学部別就学者数
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1958H59 1960-61 196F弱' W65 1966-67 1968-69 1970-71 1972-73 1974-75

一和一法学部 1,330 2,180 2,866 4,108 7,956 10,117 14,106 29,000 46,557

一●一文学部 1,224 2,541 4,350 5,476 7,882 9,!82 13,305 17,,144 36,574

-噛一一理学部 1,858 3,552 3,388 3,866 4,830 5,893 7,918 12,848 25,339

一一･一師範学部 492 598 641 841 824 663 1,{)43 1,276 1μ3

一一一薬学郵 332 824 1,833 2,920 2,595 2,264 1,837 1,457 1,255

-●一医学部 730 920 1,136 1,194 1,157 1,456 1,243 1,277 1,292

―一一繊学部 110 163 98 90 172 231 235 186 205

-●一建築学部 212 365 449 537 1,141 670 663 61jo 590

'1ミンドゥック大学の授業料は他の私立大学よりもはるかに高く､27,000~54.000ピアストル(50~】00

ドル)であった｡DO　Ba　Kj!a､　op｡c江12,p｡34.
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備考:学部による就学者数の差が大きいので､縦軸(就学者数)は対数を用いた｡

出典:1974-75学年度以外のデータは図3-8と同じ｡

　　　1974-75学年度のデータは､A･f朗a皿勁卯g加,op.ciL　7,　p,134をもとに作成｡

　ここからは､二つの特微を読みとることができる｡一つは､法学部､文学部､理学部の

就学者数が一貫して増え続け､70年代に入ってその傾向はますます加速していること｡も

う一つは､前記の3学部以外の学部(師範､薬､医､歯､建築)は就学者の絶対数も少な

く､さらに60年代半ぱ以降はほぼ横ぱい傾向にあることである｡サイゴン大学全体として

の就学者数増加は､法､文､理の3学部の激増がもたらした結果といえる｡こうした傾向

は他の大学でも同様に起こっている｡どうしてこのような現象が生じたのであろうか｡

　この二極分化現象の最大の要因は､法､文､理の3学部では無試験制度が実施されたこ

とである｡これら3学部では､バカロレアH(Tu　Tai　n)に合格しさえすれぱ､あとは入

学したい大学･学部に氏名を登録するだけで自動的に入学できる､『配名制度｣(Che　DO　Ghi

Danh)22と呼ぱれる方法が用いられた｡一方､医､薬､歯､師範､建築などの学部では学部

単位で入学試験が行われ､厳しい選抜が行われた｡このため､これらの学部の入試で不合

格になった学生は､記名方式をとる法､文､理のいずれかに｢すべりどめ｣として入学す

るケースが多かった｡

　なぜ､このような2種類の入学方式がとられたのかについては､はっきりとしない｡伝

統的にフランス式の高等教育は､中等教育修了試験であるバカロレアに合格さえすれぱ大

学に入学できる方式がとられており､サイゴン大学も植民地時代以来のこの伝統を継承し

たと考えられる｡また､旧宗主国フランスでは工学系､師範系など専門性･職業性の高い

分野は､グラン･ゼコールで教育が行われており､これに入学するためにはパカロレアに

加えて厳しい選抜試験に合格しなけれぱならないことに留意する必要があろう｡こうした

フランス教育モデルが､いわぱ変形されて南ベトナムに摂取され､大学とグラン･ゼコー

ルの二元システムではな《､大学の中に二種類の入学方式が同居する形態が定着したので

はないかと推測される｡

④高等教育のウエステージ

　こうした2種類の入学方式は､大学教育にどのような影饗を及ぼしたのか｡確実に言え

ることは､無試験入学の学部では就学者が激増し､結果として教育贋境が悪化したことで

ある｡就学者の激増に対応した教師の増員は不十分であったので､法･文･理の3学部に

おける教師一人あたりの学生数は増大し､教室は学生であふれかえった23.1972-73学年度

22　PhanTat　Gja(1995)“Gjao　Duc　Dai　勁c"　,Tran　Hong　Quan　(chu　bjen),卯ぬ1肋a/行/即jL吻力丿印

硲卯加c吻pao　7如り封5-j即幻,Nha　xuat　Ban　Giao　Duc,　p.232.

"Khaによれば､サイゴン大学の法学部､文学部､理学部では､朝9時からの授業のために7時には座席
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の教師一人あたりの学生数を学部別に比較すると､法学部:654.0人､文学部:76.8人､

理学部:42.9人に対し､試験入学制の各学部は､師範学部:14.0人､医学部:6.5人､歯

学部:6.3人､建築学部16.9人であった｡学部間の格差は歴然である｡

　上記3学部における学生数激増は､結果的に南ベトナム高等教育全体の梨境悪化をもた

らすことになった｡図3-12は教師一人あたりの学生数が60年代から次第に上昇し､70

年代に入って急激に増加していることを示している｡学生の増加に伴って教師は不足し､

教師は本務校の授業に加えて､非常勤講師としていくつもの大学の授業を兼担した24.南

ベトナムでは高等教育関孫の法律が整備されなかったために､大学教師の身分は不安定な

状態に放置され､常勤ポストであっても｢テニュア｣(終身在職権)は実質的に存在しなか

った25｡教師の給料は非常に低かったので､生計を立てるために､過剰な授業負担や専門

と異なる授業の担当も日常化していた｡生活に追われる教師が授業の準備に十分な時間と

エネルギーをかけられないために､授業内容は単調になり､同じ講義ノートが繰り返し用

いられた｡

図3-1　2　:旧南ベトナム高等教育における教師一人あたり学生数

R j

31

･

ふ･､･々Q｡･-,　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　S,~　　　　　　　　　　　　　　匹　　症　ぉ'　　9匹ま-｡--‘･篇　　　　　　'
ほ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-.
回晏,.　`　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･　　｡　　　　　　`一
　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　､
窓ぼ盾゛`　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘'

頌､.‘
j　､y　'｡　1

読読ミ頴=｡　　　………J　憩　|　…………M………゛……,8.7､1談'
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　-　　　　　　‘l　スーM隠隠,,　_｡喧｡゛･･.縛

デワ綴　隠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡　　　　　　　`鰯　　　　　｡　　-　､.`i-
　1･､jx5jr　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･　.　¶･r¶　♂

゛9･.･.　　　　　･゛　　　　31彊3認sM2-　冒
　　　　　　､　ざ6↓9　　　　　　　　　2右.6　　,,･･.･　　････　　.,　　　s
UI`･ヽへ?3･9　　24'6　　　　　ヽZ2j　　`23j　　　　　　　　　　�

{　　………,---　　''　　　　　i　　　､`　　　　`　　　　　　　　皿

万端　‘､.

　願

皆……,肖｡､,y､'､　｡　-　　　　.｡.　　　　　　.　｡､　　画題　3'で｡K'　.‘　　お'゛ら

順順題R題l賜m,胆……朧頭韻｡奥,|奏｡|｡||胆|題類題頭類頭1

70j

60.0

　
　
j
　
　
　
j
　
　
　
j
　
　
　
j

　
　
肖
u
　
　
　
0
　
　
　
0
　
　
　
0

　
　
r
n
¥
　
　
　
4
　
　
　
4
`
g
　
　
　
肖
z

教
師
一
人
あ
た
リ
学
生
数

10.0

Oj

1954-55　1955-56　1956-57　1957-58　195ト59　1959-60　1960-61　1　961　-62　1　962-63　1963-64　1964-65　1972-73

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学年度

出典:yjej7　6･j鰭n卯g紀op｡,.c江7,p｡133,p』52をもとに作成｡

　教育環境の悪化は必然的に教育内容の質的低下をもたらし､留年や中途退学者が増加す

ることになった｡図3-13では､サイゴン大学における就学者数と卒業生数の関係を学

がいっぱいになり､時間通りにやってきた学生は性能の悪いスピーカー越しに聞こえる教授の声を､廊下

に立ちながらノートをとったという｡茄a,op.cj　t.　12,p,32.
“南ベトナムではほとんどの大学教師が､少なくとも3つ以上の大学で週30時間以上の授業をこなした

という｡Nguyen　xuan　Thu,op｡dt｡10,p｣02,

zs　Kha,　op｡citj2,p｡29.
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y

部別に比較してみた｡

　　法学部　:13,711人中154人:LI%

　　文学部　:16,273人中282人:1/7%

　　理学部　:　7,721人中200人,:2.6%

　　師範学部:2,038人中563人　:27.6%

　　医学部　:1.652人中251人　:15.2%

　　薬学部　:2,H2人坤307人　:14.5%

　　歯学部　:　266人中31人　:口､7%

　　建築学部:　689人中31人:4.5%

図3-1　3　:サイゴン大学における就学者数と卒業生数の関係(1969-70学年度)
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　これをみると､自由入学制の3学部(法､文､理)とそれ以外の学部では､在籍考に占

める卒業生の割合は大き《異なっている｡法､文､理では卒業生の割合は､いずれも1~

2%台と著しく低い｡一方､選抜試験方式をとる5学部は､法､文､理よりもはるかに卒

業生の割合が高い｡それでもなお､師範学部の27.6%が最高で､残りの学部は10%台､建

築学部に至っては4.5%の水準にとどまっている｡授業料がほぽ無料に近い伏態に抑えら

れ､政府がほとんどの経費を支出していることを考えれぱ､サイゴン大学の財政コスト面
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での損失はきわめて大きいと言えるだろデ6.なぜこれほど短期間に就学者数が急増し､

なぜこれほど卒業率が低いのかという問題を無視するわけにはいかないのである｡

　結論を先に言えぱ､南ベトナムの高等教育機関は､学生にとって微兵猶予のための逃避

場所だったのである27.南ベトナムではいったん微兵されれば､兵役は半永久的であり､

常に解放戦線の標的とされる｡さらに兵隊の給与は著し《低く､学生にとって兵隊になる

ことは何のメリットもなかった｡このため彼らは､まずは普通科高校に入学してバカロレ

アを受験し､大学に入学することによって微兵(数えで18歳)猶予をねらうのである｡南

ベトナムの青年にとっては､在学期間を最大限に延長して兵役に取られないようにするこ

とは死活問題であった｡卒業率が異常なほど低かった最大の理由は､大学生の学習意欲が

欠如していたからではなく､｢卒業したくない』という特別な事情が存在したのである｡こ

うして､微兵猶予のための逃避場所と化した大学は､必然的に反政府的､反戦争的な色彩

を強めていくことになった｡

1-3　学生による反戦･反政府運動

　サイゴン政権は南ベトナムの大学に対してさまざまな圧力をかけた｡秘密警察に対する

指揮権を握ったゴー･ディン･ニュー(Ngo　Dinh　Nhu　:　ジエムの弟)は､大学の教職員に

対して戦略村構想への忠誠および思想教育を行うために､1963年5月29日~6月5日に

かけて特別政治訓練を実施した｡この訓練に参加した教職員は200人に達し､彼らは戦賂

村を正当化する方向にカリキュラムや教授法を改正することを容認し､政府への支持を表

明した28｡

　政府の仏教徒弾圧が激しさを増す中で行われたこの政治統制に対し､反政府的な立場を

とってきた学生たちは猛反発した｡それまで学問の自由､デモクラシーを説いていた教授

陣があっさりと政府側に寝返ってしまったからである｡学生運動のリーダーはサイゴン大

学の全教授に公開書簡を送り､その無責任と利己主義を非難した29.彼らは､もはや教授

陣に対して完全に失望し､信用できなくなった怒りをぷつけた｡これに対し､何人かの教

授は学生に同調を示したが､ほとんどは沈黙したままであった｡

　それまで南ベトナムでは､仏領時代以来の伝統として､大学は世俗の政治権力に対して

中立を保ってきた｡仏饌インドシナで反仏運動の気運が高まった時でさえも､インドシナ

大学=仏領ハノイ大学の大部分の学生は沈黙を保っていたのである｡ところが､1963年に

゛6高等教育のウエステージは､本来ならば入学者に対する卒業者の比率を計算するぺきであるが､入学者

数データが不明なため､目安として就学者総数に占める卒業者の割合を算出した｡

"多《の文献がこのことを指擁している｡たとえば､DO　Ba　K11a,　op｡c11.12,pp｡29-32,Ton　Thal　Thjen,

op｡c11,3,p｡29など｡

ls　D{)an　Viel　Boat(1971),勁ejm吻萍印り/励面r刀折μer£助c訂畑幻刀y/約7aリげθc肘卯a/1訂a/

即が5ac/ひリ∂/μjcaj励71ほs,Ph｡D｡thesjs　of　The　Florjda　State　unjversi　ly,　pp｡241n242.

拿9　DjHo,　p,　242,
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仏教徒への迫害が行われると､これに対する抗議運勤が国民全体に広まり3o､大学生の反

政府運動も激化していったのである｡8荊25日､政府は1,300人に及ぶ学生運動家を一斉

に検挙した31.

　ベトナム共和国(サイゴン政権)1967年憲法では､第10条に大学の自治が明記されて

いるが3≒実際には人事､予算､カリキュラム､学位などあらゆる面において､政府は大

学に介入し続けた｡国立大学には経営組織としての理事会(アメリカの大学における

Governing　Board)は存在せず､大統領が任命する学長が評議会(University　Counc目)の議

長となって､学内行政を統括した｡事務組織の最高責任者である事務局長は教育相が任命

し､学部長は評議会の推薦に基づいて教育相が任命した33｡主要ポストには政府の意向が

全面的に反映される仕組みになっていたのである｡

　ところが､政府が大学に圧力をかけれぱかけるほど､学生は反政府･反米運動に向かう

という悪循環を繰り返した｡1965年1月にはサイゴンのエイプラハム･リンカーン図書館

が､その翌日にはフエのアメリカ総領事館が暴徒化した学生たちの襲撃を受けた｡i967年

には大統領選挙の後､サイゴン､カントー､ヴァンハン各大学の代表が､選挙の不正を糾

弾し､南ベトナムからのアメリカの即時撤退を要求するアメリカ大統領宛の公開書簡をも

って国会へのデモ行進を行った34.そうしている間にも､1968年のテト攻勢によって大学

は大きな被害を受け､激戦地となったフエではフエ大学の施設の90%が破壊された｡こう

した危機的伏況に､南ベトナムの大学人たちは休戦要求など､さまざまな政治的アピール

を行うようになった35.

　大学が反戦･反政府運動の拠点と化していく伏況を危惧したサイゴン政権は､テト攻勢

をしりぞけた後､これまで大学生に対して特権的に認めてきた微兵猶予を､毎年の学年末

試験に合格した者だけに限る方式に変更した36.これによって､意図的に留年を繰り返し

て在学延長している大学生に政洽圧力をかけたのである｡さらに､高校と大学における軍

事訓練の必修化を強行し､全ての大学に軍事訓練事務所が設債された｡学生側はこれを大

学の自洽に対する重大な侵害であると受け止め､1970年7月から8月にかけて､5つの大

学の軍事訓練事務所が学生の暴動によって破壊され､軍事訓練はポイコットされた37.

3o仏教徒に対する迫害を統けたジエム敢権に対し､}963年に信教の自由を要求するデモがフエで起こっ

た｡ジエムは鎮圧のために軍隊を出動させ､女性や子どもら8人が死亡した｡憤激した仏教徒は各地で反

政府デモを繰り広げた｡仏教僧侶による抗議の焼身自殺が起きたのもこの時である｡
31　Dilto｡　p.243.

32　viei　N鵠Cong　Hoa　(1967)｡が畑7拗即,SO　Nghien　Cuu　Va　Tai　Lieu　Quoc　.Hoi,p｡10.

33　Nguyen　xuan　Thu,　卯｡c11｣0,pp,　l　l6り22,

34　Doan　viet　Hoat｡　op｡cjt,28,即,262-263.

3゛　1968年7月16日にサイゴン大学の教授陣65人が休戦アピールを行った｡同年12月にサイゴン学生総

会も6ケ条からなる決議文を公表し､その中で休檄や外国軍隊の即時撤収を求めた｡D出o,pp｡243-244.
“Do､BaKha,卯バyHj2,p｡29,Doan　viet　Hoal,　op｡cil｡27,p.244など｡入隊を拒否した青年や逃亡

兵はすべて政治犯として逮辣され､控訴なしの即決で懲役または戦場における重労働刑に処せられた｡政

洽犯容疑を否認して抗弁する者は､容赦な《虐殺された｡

絆恥an　viet　Hoat｡　op｡dt｡28,pp｡244-245など｡
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　ところが､微兵猶予の基準が制限されたにもかかわらず､大学の就学者数は増加の一途

をたどったのである｡たとえばサイゴン大学の就学者数は､テト攻勢のあった1967-68学

年度は26,730人であったが､学生が軍事訓練事務所を襲撃した直後の1970-71学年度には

40,350人､サイゴン陥落直前の1974-75学年度は113,554人と加速度的に増加している｡

特に1970年代になってからの増加傾向は尋常でない｡このことは､大学生を戦場に駆り出

そうとしたサイゴン政権の思惑がうまくいかず､多《の若者が微兵を拒否して大学に逃避

したことを示している｡それでも大学を強制閉鎖しなかったのは､表向きはデモクラシー

を遵守する法治国家としての体裁を繕わなければ､西側諸国からの支援を得ることができ

なかったからである｡

　北の民主共和国の大学が､社会主義国家建設のための指導者を養成する機関として明確

に位置づけられていたのに対し､南ベトナムでは国家エリートを養成するという明確なミ

ッション(存在理由)が存在せず､仏領時代の旧体制が惰性的に継承されたという点は否

定できない｡反戦･反政府運動の拠点と化した大学は､サイゴン政権にとっていわぱ｢内

なる抵抗勢力｣であり､かといって､あからさまには弾圧できない｢両刃の剣｣のような

存在であった38｡　―方､学生にとっては店国の政治状況は絶望的であり､外国に説出する

か､解放戦線に加わる以外に､自身の将来を描くことはできなかったのである｡

38実際には､多くの男女を問わず大学生､高校生が反政府活動をしたとして逮捕され､監獄に入れられ

た｡その状況は､川本邦衛編(1974)『南ベトナム政治犯の証言』岩波新書､全213頁に詳しい｡学生に関
する証言には次のようなものがある｡なお､文中の高校生とは､実際には短大生のことを指すと思われる｡

ペトナム語での短大表記がTruong　Cao　Dang　:　｢高等学校｣となっているためである｡

　チーホア拘蘆所に拘禁されている大学生と高校生からの手紙(1973年3月9日付)として､｢宗教界､

各政治団体および各党派の指導者のみなさま､国会議員その他の選良のみなさま､そして高等学校や大学

に在職されている諸先生｡(中略)わたしたちの身元を引き受けてくださる人があるとすれば､それは諸

先生方をおいてありません｡逮抽のその日までは､わたしたちは､兵役義務の延期措朧を受けられる十分
な条件をもっていたのですから｡どうか､入隊延期の法的措置をうけられるよう直接に要求し､またわた

したちが､このところ中断されている学業をつづけ､全諜程を修了できるようにしていただきたいと思い
ます｡｣(153-154頁)

　サイゴン学生総会主席の学生からサイゴン改府首相に宛てた手紙(1973年5月3日付)として､｢拝き

政府首相殿　逮捕拘禁されている学生･生徒であるわたしたちは､以下のようなわたしたちの要求を､改

府首相に申し上げたいと思います｡(改行)学生と民族の権利のために､また､平和と正毅のために熱烈

にたたかうわれわれ青少年は､いかなる集団党派にも､いかなる政治団体､宗教団体にも所属していませ
んが､当局によって逮捕され､すでにかなりの長期にわたって全国各地の監獄に拘禁されています｡(中

略･改行)わたしたちは､もう―度民族和解和合の精神において､政府首相がわたレたちに自由を返し､
わたしたちが故郷に帰って､家族とともに生活し､学業をつづけることができるように配慮されるよう､

謹んでお願いいたします｡政府に対立するだけでなく､すぺての歌治的党派からも独立の立場を保ってい

るわたしたち学生･生徒は､他の政治的分子と同様に､わたしたちの釈放を首相にお願いしているのです｡

敬具｣(156-158頁)

　政治犯として軍事裁判にかけられた学生の母親の証言(1973年5月3日付)として､｢(中略)○○弁

護士が､大学生と高校生の保釈を要求しましたが､それが却下されると､外にいた学生たちは､大声で｢我々

は祖国を愛する学生だ1即刻われわれに自由を返せ1｣と叫びました｡そして｢自由か死か｣というシュ

プレヒコールは､しだいに大きくなりました｡(中略)新聞記者や外国特派員も､外で憲兵たちに遮られ

たために､その興奮した光景を写真に撮ることは､どうしてもできませんでした｡それでも数人の外国人

特派員が､カメラを高く掲げて､前方に向けてシャッターをきり､なんとかしてその光景を写真に撮ろう
としていました｡眼前の光景は､まさに感動的なものでした｡血まみれの九人の学生が大き《傷口の開い

た腕をいっせいにふり上げると､真赤な血がどっとしたたり槐れ落ち､シュプレヒコールのあいだに起る

叫ぴ声は､熱狂的な歌声のようでした｡｣(193頁｡弁護士の実名は伏せた｡)
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2.アメリカの高等教育援助

　次に､工科大学やコミュニティ･カレッジの設立など､甫ベトナムの高等教育に大きな

影響を与えたアメリカの教育援助がどのような形態で行われたのかを検討したい｡

2-1　アメリカ教育援助の実際

　南ベトナムの教育分野に対するアメリカの援助は､直接技術援助枠の一部門として位置

づけられ､USAIDの教育事務所が主管した｡同教育事務所はサイゴンに本部(全9部門)

が設置され､地方には4つの支所が設置された39.

　南ベトナムに対するアメリカの教育援助戦略は､前後2つの時期に区分される｡1950年

代から60年代前半にかけては､初等教育と中等教育に対する援助が中心であった｡初等教

育では戦略村の建設に伴って多数の小学校を農村に建設することが主眼とされた｡中等教

育では､普通教育と職業教育が分離され､しかも就学者の大部分が普通教育に集中してい

る伏況をいかに是正するかが重要な諜題となった｡そこで前述したように､オハイオ大学

(Ohio　unjvers　i　ty)がUSAIDと契約を結んで､1960年代後半にいくつかの総合制中等学校

を実験的に導入したのである｡また前節でみたように､USAIDは1960年代半ぱからパカロ

レア試験の改革に力を注いだ｡

　1960年代半ぱからは､初中等教育に加えて､現職教師に対するさまざまな研修プログラ

ムが活発化するようになった｡たとえぱ､1965年には11の小学校折導主事が2ケ月近く

にわたってアメリカに派遺され､アメリカの教育システムについて研修を受けた4o｡総合

制中等学校の教師の多くもオハイオ大学など多くのアメリカの大学で研修を受けた｡また､

南イリノイ大学(Southern　IHinois　university)は小学校教師養成に関する総合的な研修

プログラムを展開した｡これは小学校教師を養成する師範学校(中等職業教育レベル)の

カリキュラム･教授法改革に加え､師範学校教師の供給源であるサイゴン大学師範学部の

教育改革まで視野に入れた大規模なものであった41｡

　1967年に練達の行政官であるアール･ホーシャル(Earle　Hosha目)がUSAID教育事務所

の高等教育課長に就任すると､教育援助における高等教育分野の重要性が指摘されるよう

になった4'｡内容面でも､①教職員向けアメリカ研修旅行などの短期プログラムに加えて43､

39　1969年には､サイゴンの本部事務所には189人の専門スタッフが雇用され､予算は8,346,000米ドル

であった｡高等教育部門は9人の専門スタッフと1,549,000米ドルの予算を擁した｡Doan　vjet　Hoal,　op｡
£1t､28,pレ268.

4o　DH　t0,　p√254.

4t　Ditt0,　p√280.

4『ホーシャルはj968年に南ベトナム高等教育援助10ケ年計面を策定している,DI　Ho,　pp｡280-281,

4゛南ベトナム公立大学の学長､事務局長､学部長などの大多数はアメリカヘの研修旅行に参加している｡

Dj　Ho｡　pp｡270-訂1.
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②アメリカヘのベトナム人留学生の送り出し､③アメリカ人専門家による高辱教育調査､

④大学間提携､⑤校舎の建設など､数ヶ年を要する長期ブロジェクトが実行に移された｡

つまり､南ベトナムの高等教育分野に対するアメリカの大型援助は､1960年代後半から70

年代前半までのわずか10年間に､ほとんどの事業が集中しているのである｡

　①教職員向けのアメリカ研修旅行としては､たとえば1968年にカントー大学の9人の教

師がミシガン州立大学(Michigan　State　universi　ty)で5週間にわたる夏期講習を受けてい

る｡講習の主目的は､アメリカの高等教育システムをベトナム人大学教師に紹介すること

であった｡私学では､たとえばヴァンハン大学の女性教師1人がUSAIDによってカンザス

州立教育大学(Kansas　State　Teachers　College)に派遣されて図書館学を修め､他の6人の

教師はアジア財団(Asia　FoundaHon)の奨学金で他の大学院で学んだ“｡

　②アメリカ政府の奨学金で留学･研修したベトナム人留学生は､1951~1968年にはのベ

4,8{}9人に上るという4s｡ただし､南ベトナムの留学生送り出し数を正確に把握するのは非

常に困難である｡アメリカなど外国の奨学金を受けた正規留学生に加え､密出国による外

国留学(特にアメリカとフランスに行く者が多かった)が後を絶たなかったからである46.

　③アメリカ人専門家による教育調査の代表的なものとしては､1967年にウィスコンシン

州立大学スティーヴンス･ポイント校(Wisconsin　State　universHy-Stevens　Point)のチ

ームによる南ベトナムの国立大学改革に関するレポートが挙げられる｡同調奎チームは同

州立大学長をはじめとする7人の専門家によって構成され､3ケ荊間にわたり南ベトナム

で調査を行った47.この報告書では次のような勧告が行われた48.

　･学外者を含む理事会(Governing　Board)を国立大学に設腹し､理奉会が学長を任命する｡

　･国立大学に諮問委員会(Advis肘y　Comm出ee)を設置し､地域のニーズを活かす｡

　･賭施殷が有機的に連携可能な大学キャンパスの建設

　･キャンパスに総合語学センターを殷置

　･農学､工学､行政学など､南ベトナムにとって需要の大きい分野を大学教育として昇格させる｡

　･リベラルアーツをすべての専門分野に共通の教養教育とする｡

一見してわかるとおり､これらの勧告は大衆高等教育機関としてのアメリカの州立大学

44　DI　Hひ｡p｡255.270

4s　JUSPA{}(The　Join{U｡S｡Pubiic　AHairs　OrganinHon)/4Higher　Educa　H　on　in　Saigon'≒p｡20.

“1973年時点の南ベトナム教育相Ngo　Khac　Tinhによると､留学中の学生約7,000人のうち､正規留学

生(公費留学を措すと思われる)は5√780人､非正規学生(私費留学を指すと思われる)は1,500人｡さ

らにこれに加えて､密出国や帰国拒否の学生が3.000人に及ぶという｡TonThal　Thien,　op｡ciL　3,　p｡32.
4り967年4肖の飛行機事故で購査チーム全員が死亡したが､第二次チームが編成されフオローアップ調

査が行われた｡釦an　viel　Hoat,op｡叶t,　28,　p√282.

“USAID/Vietn祠(1967),均釘jyc狗jyefjH/aθ/功e刄即必//ごひ/Fj,,/狗気Report　of　lh參Wisconsin
State　universily-Stニevens　Point,　pp√7-17,なお､この報告書の題名は『ベトナム共和国の公立大学』と

なっているが､実質的には南ベトナムでは公立大学は国立大学とほぼ同義であった｡コミュニティ･カレ

ッジ以外の公立大学はすべて中央政府の監督下に置かれ､かつコミュニティ･カレッジの予算も中央政府
から支iされた｡常に戦火にさらされていた地方には､自前の大学を維持･管理する力はなかった｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-199　-



がモデルとなっている｡ただし､この調査チームはアメリカ人だけで構成されたため､報

告書の内容があまりにアメリカ的価値観に偏り､ベトナムの実情からすれば実現困難な点

も少なくなかったという49.

　④大学間提携については､1968年の時点で全米の125の高等教育機関がUSAIDと契約を

結び､このうち74校が専門家による調査団を派遣している5°｡そのパイオニアとしては､

国家行政学院とミシガン州立大学のケースが挙げられる｡国家行政学院は､フランスの名

門グラン･ゼコールである『国立行政学院｣(ENA)をモデルとして､行政スタッフを養成す

るために設立された大統領府直属の高等教育機関である｡1957年から62年まで継続され

たこのプロジェクトでは､ミシガン大学から多《の専門家が派遺され､古典教養中心の教

育プログラムがより専門的､実践的な内容に改訂された51.

　この他､フロリダ大学(The　universily　of　Florida)のチームは1967年以来､国家襲業

センター(のちの国家農業学院)と提携して､南ベトナムの農業教育プログラムについて

調査を行い､農業中等学校の強化､農学高等教育機関の設立､これらの機関に対するアメ

リカの大学の支援などが必要であると結論づけている｡同様に､ミズーリ大学ローラ校(The

universHy　of　Missour1-Rolla)は､1969年に国家技術センター(のちの国家技術学院)

に対する支援事業を実施している5'｡

　⑤大学校舎の建設にUSAIDが直接携わった例としては､サイゴン大学医学部のケースが

ある｡同学部はほぽ全面的にUSAIDの援助によって改築され､アメリカ製の最新設備が導

入され､1967年から用いられている｡1970年代以降に新設されたトウドウックエ科大学や

コミュニティ･カレッジは､その構想においてアメリカの州立大学やコミュニティ･カレ

ッジがモデルとされたことは明らかであるが､予算面においてUSAIDからどの程度援助さ

れたのかは不明である｡

2-2　アメリカ教育援助の特微

　上記の事例から､アメリカによる南ペトナム高等教育援助の特微をまとめると､次のよ

うな点が指摘できるだろう｡

　第1に､高等教育援助のミッションは､南ベトナム高等教育におけるアメリカの影響を

増大させることであった｡アメリカの民生援助は､ベトナム戦争が継統される中で､南ベ

49たとえば､諮問委員会の人数は7人によって構成され､委員は5年ごとに選挙されるなど､アメリカの

事例をそのままあてはめた勧告もあった｡同報告書では､国立大学長は理事会によって選ぱれるべきであ

るとしているが､現実には1967年ベトナム共和国憲法において国立大学長の任命権は大統領にあること

が明記され､理事会の設置は認められなかった｡Hoalは南ベトナムの実情を考慮しない謨査チームのあ

り方を問題視している｡Doan　vlJet　Boal,　op｡cil.28,pp｡286-Z8マ｡

so　DiHo,p.278(原典は､USAID/Washington(1968),八r印∂5�狗μj卯肘が尹f朗7･紹,戸,y,/郎&ぷlj舗訂J/
片邸朗ね山卯師1加ajlgreぶぷ‘,U｡S.Governent　Prinling　OHice,　p｡46.)

51真保潤一郎､前掲論文2､123-124頁｡
5z　Doan　vFet　Hoat,　卯.cH｡Z8,pp,　280-281.
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トナムをいかに親米民主国家ならしめるか､南ベトナム国民をいかに親米化させるか､と

いう政治戦略に基づいて実施されたのであり､教育援助もその一贋として位置づけられた｡

アメリカの教育援助はアメリカの政治的大義を実現するための手段であった｡USAIDが最

初に行ったのは､ベトナム人教職員や学生をアメリカに派遣することにより､南ベトナム

にとっての望ましい高等教育モデルとして､アメリカの大学システムの優秀性を印象づけ

ることであった｡同時に､アメリカ人専門家による調査や大学間の個別支援などによって､

彼らの改革意欲を剌激･実行させる方式をとったのである｡

表3-2:旧南ベトナム高等教育に対するアメリカの主な援助プログラム

支援した機関 被支援･調査･連携機関 開始年 支援内容

ミシガン州立大学 国家行政学院 1957 教育プログラムの改革

カントー大学 1%8 教師向けのアメリカ研修

オハイオ大学 サイゴン大学､フエ大学､

ントー大学の各師範学部

1962 総合制中郷学校の創設､およびそ

教師向けのアメリカ研修

南イリノイ大学 サイゴン大学師範学部､各

種の師範学校

1967 小学校教師養成プログラムの改革

ウィスコンシン州立大学 南ベトナムの公立大学 】967 南ベトナム公立大学の改革案作成

フロリダ大学 国家農業センター 1967 教育プログラムの改革

ミズーリ大学 国家技術センター 1969 教育プログラムの改革

出典:Doan　Viet　Hoat,　op｡cit.28,pp.249-288をもとに作成｡

　第2に､高等教育援助が活発化したのは､初中等教育に対する一遵の改革に目処をつけ

た1960年代後半になってからのことであり､サイゴン政権崩壊までのわずか10年という

短期間に実行されたことである｡たとえぱ､1955~57年のアメリカ教育援助額全体に占め

る高等教育予算の割合はわずか4%(年平均1　7　3,　830米ドル)にすぎなかったがs3､1969

年には18.6%(1,549,000米ドル)54に増大している｡

　第3に､USAIDの教育支援の方向性は､南ベトナム教育の大衆化､専門化､民主化であ

った｡具体的には､パカロレア試験改革などによって選抜制度の客観性を高め､総合制中

等学校の創設や､教師養成･農業･技術教育機関などへの支援によって､これまで軽視さ

れてきた職業教育の充実を図った｡さらに､コミュニティ･カレッジの創設や地方各省ヘ

53真保潤一郎､前掲諭文2､IZ6頁｡(データの厘典は､E!on　E｡　H出1Telh(}959),“The　ChaHenge　in
EducaljoD"　in“Part　Four:　Education　f肘Development"in町万F醐蜘7加杓μ/杓吋y6fぶj肋

7J11er刀aり卯a7　Sy即osj闘｡Mishigan　Slate　univ｡　Press,365P｡)
54　Doan　Vjeレt　Hoat｡　op,cjl｡27,pp｡280-281.(データの原典は､USAID/Vj　et　Nam,　0ffice　of　Bducalion,
゛‘Brieling　Malerials,　19卵(Mimeographed)｡AHachment　B｡　Higher　Education,　no　page｡)
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の教育事務所設置0　973　年)など一連の政策に影響力を行使することにより､中央集権的

な南ベトナム高等教育の俸質を改善し､地域の教育ニーズを反映させようとしたのである｡

こうした方向性は､大衆高等教育機関としてのアメリカ高等教育システムの基本理念が援

用されたと考えて間違いないであろう｡

　第4に､個別教育機関への援助をみると､国家行政学院､国家農業センター､国家技術

センターなど､いわぱ南ベトナム高等教育の周縁に位麗する機関に積極的に関与し､中心

的存在であった国立総合大学にはあまり関与していない｡教授陣の多くがフランスで教育

を受けるなど､最もフランス的な大学とみなされてきたサイゴン大学に対する支援は､総

合制中等学校の創設や師範学校改革などで師範学部と遵携した点､およな医学部の改築を

支援した点などに限定されている｡量的規模の点でサイゴン大学の中核であった法､文､

理などの学部に対しては､目立った援助プロジェクトは実施されなかった｡

　第5に､アメリカ側の支援大学をみると､いずれも朔立大学であり､しかもフロリダ大

学を除けぱ､中西部東側側に位醒する大学が大多数を占めているということである(表3

-2)｡これらの大学の大部分はいわゆる｢土地交付大学レ(land-grant　coHege)であった

という点が注目される｡土地交付大学は南北戦争中(1862年)､連邦議員に交付された公有

地とその売却益をもとに､農民のための実学重視の高等教育機関として設立されたもので

あるs5.このため､通称｢A(Agricul　ture)IM個echanjcal)カレッジ｣とも呼ぱれて

いる｡

　とくに中西部の東側側(ウィスコンシン､イリノイ､ミンガン､オハイオなど)は､

アメリカ独立後に最も早掲に公有地化が進められた地域だったので､大学新設のため

の土地確保が容易であり､かつ住民の高等教育ニーズも高く､土地交付型大学を設立

するための諸条件が整っていた｡しかも､入植地としての歴史が浅かったために､北

粛部のアイピーリーグのような名閃私立大学が育っていなかった｡このためこの地域

には､土地交付型大学をルーツとする良質かつ大規模な側立大学が数多《発展したの

である｡USAIDすなわちアメリカ国務省は､南ペトナム高等教育の専問化､民主化を

目指す上で､中西部の側立大学による支援が最も適切であると判断したものと推測さ

れる｡

3.南北統-による旧南ペトナム高等教育の再L編

　サイゴン政権崩壊:と北ペトナム(民主典和国)による南北統一によって､南ベトナムの

商等教育はどのような解俸･得編過程をたどったのであろうか｡

“連邦下駝議員モリルの議員立法(いわゆるモリル法:恥HHLAel)として1862年1こ成立した｡土地交
肘大学の多≪は､各頻の中心約な俐立大学へと発展していった｡
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3-1　臨時革命政府による大学接収

　1975年4月30日のサイゴン陥落によってサイゴン政権が崩壊すると､解放戦線を中核

とした臨時革命政府が南ベトナム唯一の政府となった｡まもなく､同年6徊には同政府内

に｢大学･職業教育小委員会』(Tieu　Ban　Giao　Duc　Dai　Hoc　va　Chuyen　Nghiep)が編成さ

れ､南ベトナム各大学の接収にあたった｡同小委員会は臨時革命政府の｢教育青年省｣(BO

Giao　Duc　va　Thanh　Nien)に所属する16人､北の民主共和国から派遣された21人の合計

37人で構成され､サイゴン大学構内に本部事務局が設置された56.彼らは3~5人ずつチ

ームを編成して各大学を担当した｡

　同時に､医学部､薬学部､歯学部などの専門学部については｢医､学人民委員会｣(Ban　Dan

Y)が､トウドウックエ科大学の技術学部は｢工業委員会｣(Ban　Cong　Nghiep)が､同大学の

農学部は｢農業委員会｣(Ban　Nong　Nghiep)が接収を行った57.

　これらの接収チームが行った最初の仕事は､すべての高等教育機関の教育･研究活動を

いったん停止させた上で､教師･学生ともに在籍者の再登録を行うこと､および､彼らに

社会主義革命理論に基づいた｢政治･思想教育｣(Giao　Duc　Chinh　Tri　Tu　Tuong)を行うこ

とであった｡果たして再登録を行った学生は約27,000人､教師は約2,000人であった58.

サイゴン政権崩壊直前の1974-75学年度における学生数は166,4ブフ5であったので､1年前

の16.2%の水準まで減少したことになる｡一方､教師数は1972-73学年度が1,768人であ

ったことを考えると､あまり大きな変化はみられない59.

　政治･思想教育については､まず教師向けの研修が1975年8万20~29日に実施され､

　｢思想改造｣された教師によって学生に対する1回目の研修が､同年10~12月に､2回目

の研修が翌1976年1月18日から4月15日まで実施された6o｡その際､ホーチミン市青年

同盟や愛国知識人会などの団体がさまざまな支援を行った｡

　臨時革命政府は､南ベトナムの高等教育機関に対し､1975-76学年度(1976年8月まで)

は通常の授業を行わず､政治･思想教育に専念するように指示した｡その内容は､①ペト

ナム4千年の防衛史と革命史､②新時代における革命伏況とその任務､③社会主義学校の

ss臨時革命政府が南ベトナム唯一の故権となったにもかかわらず､実際にはあらゆる面において北の民

主共和国敢府とベトナム労働党が実質的な権限を掌握していた｡北から派遣された委員の方が臨時革命政

府の委員の数を上回っているのはその証左といえるであろう｡
57　Trung　Tam　Khoa　Hoc　xa　Hoi　va　Nhan　van　Thnh　Pho　HO　Chi　Minh(H{}Huu　Nhul),op4　cit｡4,ppj　94-1　95.

58　DI　Lto､pJ95.　　｢'

s9釘朗aal　rゐ卯g恥｡op｡cit/7,p｣34,153.現教育訓練省の麿轄シンクタンクであつた大学職業教育

研究院(現:教育発展研究院)のレ･タク･カン元院長によると､サイゴン政権廳壊によって辞職および

外国に亡命した大学教師は､せいぜい全体の2割程度に過ぎなかったという｡(2000年11月8日名古屋

大学でのセミナー,“Development　ol　Higher　EducaHon　in　Vi=etn謔"での質疑応答)

“他､の職業分野における政治･思想教育の斯間は､たとえばサイゴン政権の兵士の場合､兵卒は3日から

1週間､将校は早くて3ケJミl､長い場合は6ケ月､1年と延びたという｡サイゴン政権崩壊後2年が経過

した時点での佛宅率は96%だったという｡本多務-(1997)r本多蕎―集13　ペトナムの戦後を行く』朝

日新聞社､320-S21頁(ホーチミン市行政委員会副委員長へのインタピュー)｡
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あり方について､などであった｡この年度に､のべ23,597人の学生と1,148人の教師が研

修を受けたという｡また､1976年3gには､ベトナム労働党の支部がサイゴン大学に設置

された61.

　さらに､政治･思想教育と並行して､次のような手段で在籍中の学生･教師の転籍が行

われた62.とりわけ注目すべきは､社会主義化に伴い､原則として私立大学が閉鎖された

ことである(ダラット大学のみは国立大学に改組された)｡

　　･文系学部(地理学と外国語学を除く)の1年生を全員退学させ､入学試験(1976-77学年度:1976

　　年1月実施)を再度受けさせる｡

　　･文系学部の2年生以上は､師範系学部､および経済系学部への転籍を選択する｡師範系学部を選択

　　した場合は､奨学金を全額支給する｡経済系学部では政府幹部の養成を行う｡

　　･理系学生は転籍する必要はないが､教育内容は社会主義にふさわしいものに改訂する｡

　　･私立大学の学生は国立大学の同学年､類似する学部に転籍する｡

　　･私立大学の教師は､十分な条件を庸たせぱ､国立大学に転籍できる｡

　このようにして､1975-76学年度中に5,200人の学生が師範系学部に､4,161人の学生が

経済系学部に転籍した｡1975年11河8日､臨時革命政府は従来のサイゴン大学にトゥド

ゥックエ科大学を統合し､ニャチャン海洋学院を分離する形で､11学部からなる新制サイ

ゴン大学(Vien　Dai　Hoc　Sai　Gon)を暫定的に発足させたのである63.しかし､この時点で

はサイゴン大学が従来通りの総合マンモス大学である点に変わりはなかった｡本格的な再

編は翌年の南北統一後に持ち越された｡

3-2　入試制度･教育課程の改訂

　臨時革命政府は1975年10月､これまで大学別に行われてきた大学入学試験を北の民主

共和国と同様に全国一斉に行うことを定め､1976-77学年度の大学入学試験が翌1976年1

月2~4日に一斉に実施された｡試験科目は当時の民主共和国の方式に倣って､志望する

学部によって次の3つのグループに分けられた64.

　　Aグループ,:数学､物理､化学

61　Trung　T韻仙oa　Hoc　xa　Hoi　va　痢lan　van　Thanh　Pho恥Chi　Mjnh(HO　Huu　Nhul),op｡c11.4.pj96.

62　1bid=｡

63　DHto,　p,　195.

64　Dillo,　p｡196.また､大学入試の前提条件となる中等教育修了試験としてのバカロレアn(Tu　Tal　H)

も廃止され､民主共和国と同様の中等教育修了試験が導入されることになった｡ただし､これまで北ベト

ナム地域は10年制の教育制度をとっており､南ベトナム地域は12年制であった｡このため､政府は1979

年に第3次教育改革プランを定め､北ペトナム地域の学制を2年間延長して､南北の制度的統一を図った｡

すなわち､1980-81学年度から学年進行方式で､旧北ペトナム地域の学校教育制度を4-3-3制から5-4-3
制に改正したのである｡この制度改正は､12年後の1992-93年度に完了した｡このことは次の文献に詳

しい｡ファン･ミン･ハク(1998)｢教育制度の変遷｣デイヴィッド･スローパー､レ･タク･カン編(大

塚豊監釈)『変革期ベトナムの大学』東信堂､90-92頁｡(同書の原版は､DavidSloper,Le　Thac　Can
ed江(1995)｡厨訟fr　f面caH朗功町む刄態jO顛ge郎d如却卯se,SI,Marljn'　s　Pryes.s｡)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-204　-



　　Bグループ:数学､生物､化学

　　Cグループ:文学､歴史､地理

　合否判定においては一定の優先順位がつけられた｡少数民族､戦死した兵士(いわゆる

　｢革命烈士｣)の子女､革命政府･労働党の役人自身(いわゆる｢革命幹部｣)､戦病傷痍者

などは第1級､革命幹部の子女､労働者には第2級のアドバンテージが与えられ､合格基

準点が下げられた｡逆に､サイゴン政権役人の子女に対しては一般の受験者よりも厳しい

合格基準が設けられた6s｡

　新政権になって初めての1976-77学年度入試では､28,993人の受験者のうち､3,901人

が合格した｡このうち､39%が上記優先枠の学生､22%が労働者階級の子女､7%が党幹

部の子女という構成であった66.南ベトナムの高等教育機関は､中産階級の子女が微兵逃

れするための機関から､労働者の子女に対する国家指導者の養成機関へと､大きく様変わ

りすることになった｡

　また､現職労働者や服役兵士の教育を奨励する一環として､在学形態の多様化が図られ

た｡サイゴン政権時代の大学は､一般的に長期牒程のみであった｡大学には長期牒程(He　Dai

Han　:　通常4年制､医学と薬学は5年制)と並行して､短期牒程(Ngan　Han)や現職考用の聴

講生諜程(Chuyen　Tu)が開設され､一つの大学にさまざまな牒程の学生が在学するようにな

った｡同時に､短大(Cao　Dang　:　2　~3年制)も師範系を中心に数多《設厦されることにな

った67.さらに､社会主義型の大学管理方法を導入するために､北部から多数の大学教師･

事務職員が幹部職員として(学長､副学長､学部長､事務局長など)派遺された｡カリキ

ュラムや教科書についても､北部の方式が採用された68.

　こうして､在学者と教師には政治･思想教育と転籍､新入生には新しい入試システムが

適用され､かつ在学形態の多様化が図られた上で､1976年9月からは新制度による1976-77

学年度がスタートしたのである｡

3-3　高等教育機関の再編成

　1976年7月2日に南北統一国家として｢ベトナム社会主義共和国｣(Cong　Hoa　xa　Hoi　Chu

Nghia　Viet　Nam)が誕生すると､高等教育改革の権限はハノイの｢大学･中等教育職業省｣

(BO　Dai　Hoc　va　Trung　Hoc　Chuyen　Nghiep)に一元化され､『大学･職業教育小委員会｣は

その短い活動を終えた｡そして1976年10　Jミ1　27日の首相決定426号により､サイゴン大学

をはじめとする南ベトナムの高等教育機関は解体され､北ベトナム式の専門大学として再

6s　Trung　T緑Khoa　Hoc　xa　Hoi　va　Nhan　van　Thanh　Pho　HO　Chj　Minh(HO　Huu　Nhut),op.cH.4,p｡196.

しかし､こうしたアドバンテージは年を経るごとに縮小していった｡
66　1bid,

67　1bjd｡

“Tran}long　Qりan(chu　bjelブ)(1995),卯均1烈laj乃･j朗S幻V訟丿印(;/∂θ加cQ狗θ7即び何5づ卯幻,

Nha　xu釧B如Giao　Duc｡　p,233.､
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縦されることになった69.

　表3-3は南ベトナムの高等教育機関が､サイゴン政権時代と南北統一後でどのように

再編されたのかを示したものである｡南北統一と同時に､サイゴンが｢ホーチミン市｣(Thanh

Pho　HO　Chi　Minh)と改称されたので､市内にある各大学も一様に｢ホーチミン市｣をその

名称に冠することとなった｡ハノイ政府の基本方針は､南ペトナムの高等教育をできるだ

け低コストで専門大学群に細分化することであった｡

　旧サイゴン大学のうち､文学部と理学部は｢ホーチミン市総合大学｣7o(Truong　Dai　Hoc

Tong　Hop　Thanh　Pho　HO　Chl　Minh)に再編された(以下､ホーチミン市を｢ホ市｣(TP.HCM)

と略す)｡師範学部は｢ホ市師範大学｣(Truong　Dai　Hoc　Su　Pham　TP｡HCM}､建築学部は｢ホ

市建築大学｣(Truong　Dai　Hoe　Kien　Truc　TP｡HCM)､医学部､薬学部､歯学部は統合されて

　｢ホ市医薬科大学｣(Truong　Dai　Hoc　Y　Duoc　TP｡HCM)となった｡法学部は社会主義計画経

済の専門家を養成するために｢ホ市経済大学｣(Truong　Dai　Hoc　Kinh　Te　TP｡HCM)として改

組された｡ニャチャン海洋学院は｢ニャチャン水産大学｣(Truong　Dai　Hoc　Hai　San　Nha　Trang)

に改組された｡こうして､旧サイゴン大学は5つの専門大学と1つの総合大学に解体され

たのである｡

　同様にフエ大学も､文学部､理学部､法学部を統合して｢フエ総合大学｣(Truong　Dal　Hoc

Tong　Hop　Hue)が誕生し､師範学部と医学部はそのまま｢フエ師範大学｣(Truong　Dai　Hoc　Su

Pham　Hue)､｢フエ医科大学｣(Truong　Dai　Hoc　Y　Hue)として独立した｡第三の国立総合大

学であったカントー大学はそのまま｢カントー大学｣(Truong　Dai　Hoc　Can　Tho)になった｡

　サイゴン政権末期に唯一の工科大学として誕生したトゥドウックエ科大学は､その前身

であった専門職業学校ごとに分割された｡すなわち､教育学部(前技術師範短大部)が｢ホ

市技術師範大学｣(Truong　Dai　Hoc　Su　Pham　Ky　Thuat　TP.HCM)に､技術学部(前国家技術

学院)が｢ホ市工科大学｣(Truong　Dai　Hoc　Bach　Khoa　TP｡HCM)に､農業学部(前国家農業

学院)が｢第四農業大学｣(Truong　Dai　Hoc　Nong　Nghiep　Ⅳ)に改組された｡

　従来のコミュニティ･カレッジ(共同大学)は､革命烈士､少数民族などの子女が大学

を目指すための｢大学予科｣(Truong　Du　Bi　Dai　Hoc)として再編されたが､唯一､ダナン

に置かれたクアン･ダー共同大学だけは､｢ダナンエ科大学』(Truong　Dai　Hoc　Bach　Khoa

Dana､ng)として大学に昇格した71.

　―方､数多く存在した私立大学は原則として廃止された｡私立中等学校のほとんどが公

立に移管されて存続したのとは対照的である｡ただし､最も歴史の古いカトリック系のダ

ラット大学だけは､国立大学に移管された｡

69　Di.tt0,pp｡232-233.

7°ここでいう『総合大学』とは､いわゆるマルチ･ディシプリン型の大学のことではなく､社会主義型の

文理大学のことである｡
71　1bid.
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表3-3:南北統一後における旧南ペトナム高等教育の再編

サイゴン政権時代 1976年10月27日首相決定~ 主管省庁

(国立)サイゴン大学

　　　文学部　　　　　　　　一一一一

　　　　･4　　　　/

　　　法学部　　　　　　　一一一一一一

　　　師範学部　　　　　　　-一一

　　　建築学部

　　　医学部

　　　　･4　　　　一一'ジ

　　　　｡｡｡　ノ
　　　ニャチャン海洋学院

匹今　ホーチミン市総合大学

啼･　ホーチミン市経済大学

　ホーチミン市師範大学

　ホーチミン市建築大学

ヲョ命　ホーチミン市医薬科大学

-･･　ニャチャン水産大学

大学省

学省

育省

設省

生省

産省

(国立)フエ大学

　　　文学部　　　　　　　　-･一一

　　　　｡｡　　ノ
　　　法学部　　　　　　　　´

　　　師範学部

　　　医学部　　　　　　　　-

ニ?濤,　フエ総合大学

-●･･　フエ師範大学

--●･　フエ医科大学

大学省

育省

生省

(国立)カントー大学 →→'‘　カントー大学 大学省

(国立)トウドウックエ科大学

　　　　教育学部(前技術師範短大部)-

　　　　　技術学部(前国家技術学院)一一

　　　　　農業学部(前国家農業学院)-

→　ホーチミン市技術師範大学

→　ホーチミン市工科大学

一自知`　第四農業大学

大学省

学省

業省

(国立}クアン･ダー･CC(ダナン)　-“

(国立)上デルタCC(ミトー)

(国立)沿海CC(ニャチャン)　　　　-

(国立)クイニョン中級職業大学校(クイニョン戸

--●'‘　ダナンエ科大学

→･　　大学予μ

-'･゛　大学予μ

‾→‘　大学予塀

大学省

不明

明

不明

(私立)ダラット大学　　　　　　　- ‾‾加'　ダラット大学(国立に改組) 大学省

(私立)その他の私立大学　　　　　‾ →　恋と

タイグエン大学(中部高原) 大学省

出典:Tran　Hひng　Quan　(chu　bien),op｡cjtJ8,pp｡232-233およびTrung　Ta働Khoa　HGC　xa　Hoi　va　Nhan

van　Th3nh　P､ho　HO　Chj　Mjnh(HO　Huu　Nhut),降c比4,p｡197をもとに作成｡

備考Jム:実線の矢印は対応開係を示す｡点線の矢印は間接的な関係を示す｡
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備考2　:CCはコミュニティ･カレッジの略｡

備考3:南北統一後の高等教育機関はすべて国立｡

備考4:｢大学省｣は大学･中等職業教育省の略､｢教育省｣は国家教育省の略｡

　新規の大学としては､1977年に中部高原(タイグエン)地方のダクラク省バンメトート

市(Buon　Ma　Thou　t)に『タイグエン大学｣(Truong　Dai　Hoc　Tay　Nguyen)が設立されている7'｡

　こうした一連の再編の全体的特微は､次のように指摘できるだろう｡

　第1は､文学部､法学部､理学部などの基礎学問分野は総合大学に統合され､師範､医

薬､建築､工学､農学など職業性の高い学問分野は､独立した専門大学として改組されて

いることである｡この点､北ベトナム地域と同様である｡第2章で考察したように､社会

主義体制下では法学部は人文科学(教養学問)の一領域として扱われ､政府の実務官僚は

経済学分野において養成するのが常であった｡このため､法学部を経済大学へと方向転換

する必要性があった｡再編の過程で､これまで一段低《扱われてきた工学や農学などは､

他の学問分野と同等の専門大学として位置づけられた｡

　第2に､ホ市総合大学､フエ総合大学､ホ市医薬科大学など､母体となった大学内での

学部間統合の事例はみられるものの､異なる大学同士の統合､あるいは母体の大学を横断

するような学部間統合はみられなかった｡大学が各地域に散在していたことがその大きな

理由であろう｡こうしてハノイ政府はサイゴン政権時代の高等教育の基本構造を残しなが

ら､大規模総合大学の各学部を専門大学化､およぴ一部の準大学の昇格措厦(ニャチャン

海洋学院→ニャチャン水産大学､クアン･ダー･コミュニティ･カレッジ→ダナンエ科大

学､ダラット大学の国立移管など)を進める方針をとったのである｡そこには､再編に伴

う財政的･時間的コストを最小限に抑えて､できるだけスムーズに新体制に移行しようと

する政府の意図を推察することができる｡

　第3は､地方のいくつかの小規模大学が､専門大学化せずに小規模のマルチ･ディシプ

リン型総合大学(ソピエトモデル的な文理型大学ではな《)として存続したことである｡

カントー大学､ダラット大学､タイグエン大学などがこれにあたる｡このように地名を冠

した地方のマルチ･ディシプリン型総合大学は､北ペトナム地域にはみられない南部独特

の形態となった｡

　第4は､サイゴン政権時代には一般の大学の主管官庁は文化教育青年省に一元化されて

いたが､南北統一後は多くの中央省庁によって分散管理されるようになったことである｡

犬学･中等職業教育省が直轄する大学は､総合大学､経済大学､エ科大学などに限られ､

師範大学は国家教育省､建築大学は建設省､医科大学は厚生省､襲業大学は農業省など､

それぞれの専門分野に直結する省庁の傘下に置かれ､各大学の予算や人事は親省庁の既得

72　1bidj
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権益として組み込まれていった｡ハノイ政府は､北ベトナム時代に導入したソビエト式の

社会主義大学モデルを南ベトナムで忠実に再現しようとしたのである｡

　このように､ハノイ政府による南ベトナム高等教育の再編過程は､仏領植民地以来のフ

ランス教育モデルと､これを圧迫しつつあったアメリカ教育モデルの両方を､北ベトナム

で実験済のソピエト教育モデル(北ベトナムモデル)によって再編しようとしたプロセス

であると説明できよう｡興味深いのは､フランスモデルが最も浸透していたサイゴン大学

やフエ大学などの伝統校がソビエト型の専門大学として再編されたのに対し､アメリカ教

育モデルの大衆化･専門化の理念が実現された新型大学(トゥドゥックエ科大学､クアン･

ダー･コミュニティ･カレッジなど)は､統一ベトナムにおいて大学としての地位を確実

なものとしたことである｡その対照性については次節で詳しく検討する｡
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第3節　｢アメリカ高等教育モデル｣の受容と反応

1.アメリカ高等教育モデルの受容

　南ベトナムにおけるアメリカ高等教育モデルは､仏領時代以来のフランス教育モデル､

あるいは同時期に北ベトナムが導入しつつあったソピエト教育モデルと比較して､その受

容過程にどのような特微がみられるかを検討したい｡また､南ベトナムと同様にアメリ力

の教育援助を受けたケースとして第二次大戦後の韓国を取り上げ､両国の高等教育改革に

アメリカ教育モデルがどのような影響を及ぽしたのかを比較考察してみたい｡

1-1　フランス高等教育モデルとの競合

　南ベトナムの高等教育にアメリカモデルが導入される過程で､既存のフランス教育モデ

ルとの間にどのような関係が存在したのであろうか｡図3-14では両考の関係を図式化

した｡結論を先に言えぱ､南ベトナムにおいてフランスモデルとアメリカモデルは競合関

係にありつつも､―種の｢棲み分け｣によって並存していたといえるのである｡

　フランスの植民地支配が終わった後も､南ベトナムにおけるフランスの影響力は依然と

して大きく､独立国家として教育･文化面の｢ペトナム化｣がそれほど急速に進んだわけ

ではなかった｡たとえぱ､サイゴン政権のジエム初代大統領が強硬な反仏主義者であった

にもかかわらず､フランス語系のラジオ放送局が廃止されたのは､ようやく1965年のこと

であった1.数多く存在するフランス･カトリック系の私立中等学校は､1967-68学年度か

ら7年間かけて､学年進行方式で公立学校に移管されることになったが2､それまでは植

民地時代と何ら変わりのない教育内容が教えられていた｡

　中等教育の教授用語については､1951-52学年度から1957-58学年度にかけて学年進行

方式で､フランス語からベトナム語に改められたが､高等教育の教授用語はこれよりも遅

く､政府がベトナム語への切り替えを奨励したのが1961年､義務づけたのは196､5年のこ

とであった3.1957年に設立されたフエ大学では初めからベトナム語の方がフランス語よ

りも多《用いられたが､南ペトナム高等教育の中核たるサイゴン大学では､教授用語とし

てのフランス羅の優位性は容易には揺るがなかった｡その大きな理由は､フランス式の高

等教育を受けた教授陣が､教授用語をペトナム語に切り替えることによって教育水準が低

下することを危惧したためであると指摘されている4.

　サイゴン大学では､独立以後もフランス式教育を受けた教授陣が大多数を占めていた｡

I　Doan　Viet　Hoal(1971),勁e加ye/鯛17即o/'が�m7別如eM'面caり顛jj7りe功紹j/げm/ぶ朗a山訂a/
a�5卯jθ叩ひ/j/jca/抑μ邸,Ph｡D｡thesis　of　The　Florjda　Slate　unjversily,　p,257,

2　Ditto,　p｡258.

3　D.jtto｡ppj.224-225.

4　Ditlo,p｡230.
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1965-66学年度のサイゴン大学評議会のメンバーは全員がフランス留学組であった｡

1966-67学年度の時点ですら､フランスで博士号を取得した教官の割合は37%を占め､ア

メリカで取得した教官は8%に過ぎなかった5.その他の大多数は､櫨民地時代にインド

シナ大学(仏領ハノイ大学)で学んだ者であった｡フランス留学組の給料は､国内で教育

を受けた教官の2倍であったという6.サイゴン大学においては､アメリカ留学組は昇進

の点で明らかに不利であり､上級ポストはフランス留学組の独占状態が続いた｡

　また､ベトナム人留学生の送り出しにおいても､フランスは依然として最大の受け入れ

国の一つであった｡1966-67学年度のデータによれぱ､この年度だけで1,694人ものベト

ナム人学生がフランスに私費留学している7.フランスは在留ピザの延長や市民権の付与

に関して比較的寛大な方針を採ったために､フランス移住を目指すベトナム人青年が後を

絶たなかったのである｡

5

6

図3-1　4　:フランス高等教育モデルに対するアメリカ高等教育モデルの圧力

DHto,pp｡259-260.

USAID/Vie{Nam(1967),均ゐ//c池沙eμμje∫a/　rカel印助/允∂/F/e/冶l,Reporl　onhe　wisconsjn

Stale　univels　Hy-Slevens　Pojnl,　Appendjx　A,　Mimeographed　copy,　pp｡101-j{〕3.

7　Republ　ic　of　Vietnam｡　加即μ卯£而cal/如a/狗ve/卯j7朗な功/邱Fμ,p｡43.
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　このようにヽ南ベトナムが独立した後も､高等教育において仏頗時代の伝統は色濃く残

っていた.その性質はとりわけ､インドシナ大学(仏領ハノイ大学)の後身であるサイゴ

ン大学において最も顕著であった｡同大学は｢仏領インドシナ最大の文化遺産｣として､

南ベトナムにおいては最も保守的な教育機関であるとみなされていた｡

　すでに前節で検討したように､アメリカの援助ミッションは､この元フランス植民地を

いかにして親米的な民主国家に生まれ変わらせるかということであり､】960年代後半から

本格化する高等教育援助においては､アメリカ高等教育モデルの優秀性をベトナム人に認

識させ､最終的にフランス教育モデルに取って代わることにねらいが置かれた｡その際の

基本戦略は､最もフランス教育モデルの性質を残すサイゴン大学やフエ大学などの中核的

な国立総合大学にはあまり手をつけずに､むしろ高等教育セクターの周縁部分にアメリ力

高等教育モデルの影饗を拡大していくことであった8.

　具体的には､この戦略は二つの方法をとった｡一つはアメリカ(USAID)がプロジェクト

を直接的に主導する方法である｡この方法は､高等教育の準備段階ともいえる初中等教育

段階の改革プロジェクト(総合制中等学校の創設､バカロレア試験改革､小学校教員養成

システムの改革など)と新構想に基づく高等教育機関を創設する各種プロジェクト(国家

行政学院の改革､トウドウックエ科大学､コミュニティ･カレッジ)の大きく二種類に分

けられる｡

　もう一つの方法は､アメリカ本国にペトナム人教師を研修派遣したり､学生に留学の機

会を与えることによって､アメリカ的な教育観､大学観を身につけたベトナム大学人を養

成し､彼らをして甫ベトナム高等教育をより実学的､大衆的な方向に改革させるという間

接的な方法であった｡こうした基本戦略は南ベトナムの大学人から一定の支持を受けた｡

　たとえぱ､1968年のテト攻勢によって施設のほとんどを破壊されたフエ大学では､翌年

にシカゴ大学卒業生のレ･タイン･ミンチャウ(Le　Thanh剔nh　Chau)学長が主宰する学内

改革チームを編成し､フランス的伝統を払拭して､国家の発展に貢献できる大学を目指す

新方針を打ち出した｡彼らは､地元住民のニーズを反映したカリキュラム編成､全学生共

通の教養教育､家政学や経営学の授業開設など､アメリカ高等教育のアイデアを積極的に

取り入れた9.

　1966年に第三の国立総合大学としてカントー大学が設立されたのは､同年3月にメコン

デルタ住民が大学設立嘆願書を政府に提出したことが大きな要因となったI　I°｡また､カト

リック系私立のダラット大学は､1965年に政洽･経営学部を設立している｡同学部は自由

主義経済を建前とする南ベトナムで､社会二ーズの大きい経済学･経営学を初めて扱った

8　Do部vje{Hoal,0p｡cjt｡1,p,　272

9　Ditto｡p,　276･,

J　O　lbid｡　,p.276.
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学部であり､その社会的意義は大きいといえる｡

表3-4　:　フランスモデルの影響力低下に伴う旧南ベトナム高等教育の変容

時期

中等教育の

性格
一

教育行政

大学入学選

抜システム
〃

大学の基本

的性格
〃

高等教育の

構造

大学の進級

システム

大学教師の

性格
四

学生の政治

的姿勢
四

高等教育の

教授用語

　　フランス教育モデルの影響

　　仏倣時代~1960年代

･普通教育セクターが圧倒的に多い

･選抜主義的､落第者多し　　　‘

･中央集権的(文化教育青年省)'

･バカロレアn試験が必須

･文､法､理学部の無試験制度

･エリート的､教養主義的､理諭的

･ベトナム社会の二ーズを反映しな

･国立大学､サイゴン大学が中心‘

･リベラルアーツ中心

･農学､エ学は大学に含めない

･短期高等教育機関がない

･学年ごとの進級試験

･フランス留学経験者が多い

･フランス教育モデルを支持

･大多数は中立かつ穏健

･フランス語(仏領時代以来)

　アメリカ教育モデルの浸透

1960年代後半~75年4JI

.゛合制中等学校の設立

･いくつかの修了試験を廃止

･地方分権化

　(各省に教育事務所設立)

･i力ねレア試験を客観式{こ改訂

･新規大学は入学試験が必須

･大衆化､専門化､実用化

･ペトナム社会のニーズを考慮

･私立大学の増加

･新殷校は専門性､実用性を重視

･トウドウックエ科大学の股立

･コミュニティ･カレッジの設立

匝西薮蔓XI(トドクエ科大
学､総合制中等学校など)

･アメリカ研條･留学棟会や増加

･アメリカ教育モデルを支持

･反戦､反政府運動の激化

･微兵逃れ学生が増大

･ベトナム語(1965年に必須化)

ゝ

備考:アメリカの教育援助の影饗が直接的に確認できる項目を四角で囲んだ｡

　こうした一連の政策によって､アメリカは南ベトナム学術の中心であり､フランス高等

教育モデルの象微であったサイゴン大学の周縁部分にアメリカ高等教育モデルを浸透させ

ようとしたのである｡しかしながら､放任主義的､中央集権的､人文教養重視などサイゴ

ン大学の伝統的性格は､学生の反発や戦争の激化､社会のニーズに反応することなく､惰

性的に持続された｡このため､南ペトナムの高等教育体制は､中核となる大学が植民地時

代以来のフランスモデル､その周縁の高等教育機関がアメリカモデルという､二つのモデ
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ルが桔抗･並存する二層構造を生み出したのである｡たしかに､アメリカ高等教育モデル

の影響力拡大に伴って､相対的にはフランスモデルの影響力は低下しつつあったことは疑

いない｡2つのモデルが1960年代後半から桔抗したこどによって､南ベトナム高等教育の

性格は表3-4のような変化をみせた｡やがて､南北統一とともにソビエト式の高等教育

システムに統一再編されることになり､この二層構造状態は約10年間しか存在しなかった

のである｡

1-2　アメリカ教育モデル受容の韓国･南ベトナム比較

　アメリカ教育モデルが従来の植民地教育モデルに取って代わった典型的な事例として､

第二次大戦後の韓国で行われた教育改革が挙げられる｡歴史的に類似した体験をもつ韓国

と南ベトナムを比較考察することにより､両者の共通点､およびそれぞれ固有の特微を明

らかにしてみたい｡

　韓国では､日本の敗戦(朝鮮半島にとっては｢解放｣)の後､北緯38度線以南の地域(当

時は｢南朝鮮｣)をアメリカが実効支配した米軍政期(1945~48年)､および大韓民国成立

　(1948年8月)以後の李承晩(I　Sung　Man)初代大統領による第一共和国時代(1948~1960

年)において､アメリカは政洽面､軍事面､経済面､教育面のいずれにおいても､南朝鮮

=韓国に圧倒的な影響力を及ぽした｡南ベトナムと韓国には､①植民地経験を有している

こと､②国土が南北に分断され､ともに自由主義陣営の橋頭堡とされたこと､③アメリ力

の支援を受けて反共親米の専制的政権(ジエム政権､李政権)が作られたこと､④教育援

助が同民族間の南北内戦(ベトナム戦争､朝鮮戦争)の最中(韓国､南ベトナム)および

停戦直後(韓国)に実施されたこと､など多くの政治的･歴史的共通点が管見される｡

　アメリカ教育援助自体についても､両国には多くの共通点がみられる｡第1に､援助機

構がほぽ同一であったことである｡アメリカの援助プロジェクト全体をUSOM(United

States　Operation　Mission　:　米経済援助実施機構)が統括し､教育部門については

USAID(Agency　for　lnternationaI　Development　:　米国際開発庁)の現地事務所とワシントン

D｡C.のUSAID本部(すなわち国務省)が遵携をとって事業を進めるという方式は､南ベト

ナム･韓国ともに同じであった11.

　第2に､援助の基本目的が､純粋な教育援助というよりも､アメリカ教育モデルの優秀

性を普及させることによって､南ペトナム･韓国の国民を親米化させることにねらいがお

かれたことである｡教育援助は､アメリカの政治戦略の道具であった｡アメリカは南ベト

ナム教育の｢説フランス化｣､韓国教育の｢脱日本化｣を大義名分として掲げ､教育援助に

ll馬越徹(L995)『韓国近代大学の成立と展開一大学モデルの伝播研究丿名古厘大学出版会､における第

6章『高等教育の再建とアメリカ教育援助一第一共和国における｢アメリカ･モデル｣の定着過程｣178-180

頁を参照｡ただし､韓国における援助機構にはたびたぴ変更があり､上記の組織に整備されたのは1950

年代末のことであった｡
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対して両国民の理解を得ようとした｡

　第3に､予算規模からいえぱ､高等教育援助の中核が特定大学間の提携事業であった点

である｡この事業の活動には､①教職員のアメリカ派遺､②アメリカからの教育調査団に

よるカリキュラム･教授法などの改革､③施設､設備､教材などの物的援助があった｡前

述したように､南ベトナムではミシガン州立大学が国家行政学院やカントー大学への改革

支援を行い､フロリダ大学とミズーリ大学がトゥドゥックエ科大学の創設に大きな役割を

果たした｡また､総合制中等学校の創設にはオハイオ大学が大きな役割を果たし､小学校

教員の養成には南イリノイ大学が多《の援助プログラムを提供した｡

　一方､韓国=米国間の拠点大学援助プログラムとしては次のようなものがあった12.

　･ソウル大学校=ミネソタ大学協定く1954~62年)によるソウル大学校農科大学､工科大学､医科大学､

獣医科大学､行政大学院の整備拡充

　･ジョージ･ピーボディ教育大学(現バンダビルト大学:テネシー州)による教員養成事業(ソウル大

学校､光州師範学校､梨花女子大学校､中央教育研究所､延世大学校に対する支援など:1956~62年)

　･ワシントン大学(ミズーリ州)による高麗大学校および延世大学校における経営大学院の殷立援助

　第4に､上記の特定大学の提携事業内容における共通点として､両国ともに初等･中等

教育の教員養成が重視されたこと､工学系､農学系､行政学などの実学部門への援助が重

視されたこと､アメリカ側の援助実施大学に中西部の州立大学が多いこと､などの点が挙

げられる｡南ベトナム､韓国ともに､アメリカ中西部の土地交付大学が実学重視型教育の

モデルとされたことがうかがえる｡

　第5に､両国とも国立大学の最高運営組織として理事会を設置し､その構成員として学

外者を含むことがアメリカ側から提案されたが､いずれも実現されなかった点である｡南

ベトナムでは､1967年のウィスコンシン大学の調査チーム報告書がこの点に言及したが､

同年に制定された憲法では国立大学に理事会の設置は認められなかった｡一方､韓国では

1946年8月に公布された｢国立ソウル大学設立法｣において､｢国立ソウル大学理事会｣

の設置が規定され､民間人理事の参入を義務づけられた13.ところが､紆余曲折を経た末

14､韓国独立後の1949年12月に公布された教育法ではこの理事会は廃止され､学内構成

員による評議員会が最高審議機関となった15.アメリカの州立大学をモデルとしたこの理

12同上､181-187頁｡
13馬越徹､前掲書11､第5章｢米軍統治下の高等教育一国立ソウル大学校の設立と｢アメリカ･モデル｣

ヘの転換レ156-161頁｡
14馬越徹によれぱ､同設立法は軍政期間中の臨時措髪として､文教部長(アメリカ人)､朝鮮人文教部

長､文教部次長(アメリカ人)､朝鮮人文教部次長､文教部高等教育局長､文教部朝鮮人高等教育局長の

6人(アメリカ人3人､朝鮮人3人)からなる｢臨時理事会｣の股置を規定していた｡ところが､理事会

が実質的に官僚統治されることに大学側が猛反発した結果､アメリカ人軍政長官が妥協し､1947年5月

に朝鮮人民間人9人からなる理事会が発足することになった｡同上､159-166頁｡

15同上バ174-175頁｡G昶統洽下の戦後日本においても､1950年に来日した第二次来国教育使節団は国

立大学にアメリカ型の民間人理事会を導入レようとしたが､大学側の強い反対によって結局実現しなかっ
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事会方式は結局､南ベトナムと韓国には定着しなかったのである｡

　このように南ベトナムと韓国は､その政洽的･歴史的類似性に比例して､アメリカの高

等教育援助の形態にも､基本的に多くの共通点を見出すことができる｡ただし､高等教育

の最も核心的な部分において､重要な相異点が存在するのである｡

　それは､両国において高等教育援助の中心がどこに置かれたかという点である｡南ベト

ナムにおけるアメリカ高等教育援助は､フランスモデルの伝統を継承したサイゴン大学に

はほとんど手をつけず､高等教育セクターの周縁部分に新しいタイプの高等教育機関(国

家行政学院､トウドゥックエ科大学､コミュニティ･カレッジ(共同大学)など)を創設

する方向で行われた｡これに対し､韓国では中核大学である｢ソウル大学校｣16の改革に

圧倒的なウエイトが置かれたという違いがある｡1954~61年におけるソウル大学校=ミネ

ソタ大学協定による援助総額は､アメリカの対韓国高等教育援助総額の78%を占めたとい

う17.この協定によって､226人の韓国人教授がアメリカに派遣され､このうちII人は博

士学位を､55人は修士学位を取得している｡ミネソタ大学からは56人の教授がソウル大

学校に派遺され､同大学校の教育プログラムの整備に貢献しているH｡ゾウル大学校を世

界最高水準の大学に押し上げる上で､この戦略が大き《寄与したことは間違いない｡同時

に､この戦略は韓国の高等教育に著しい序列･格差を生み出すことになった19.

　なぜソウル大学校に一極集中する形で援助が行われたのかについては､政治的な動機が

あった｡独立国家として一刻も早く､植民地時代に蓄積された日本の教育的影響を除去し

たかったからである｡そのためには､日本櫨民地時代の最高学府にして唯一の大学であっ

た｢京城帝国大学｣(法文学部､医学部､理工学部の3学部と予科)をすみやかに解体し､

新生国家にふさわしい形態に再編成することが緊急の諜題であった｡

　そこで1946年8月､文教部(米軍政府の教育省)は京城帝国大学を改称した｢京城大

学｣に､近隣の官立専門学校9校､私立専門学校1校を昇格･統合し､9つの｢大学｣(日

本の学部に相当)からなる｢国立ソウル大学校｣を設立した｡当時の南朝鮮はアメリカ軍

政下に置かれていたので､文教部の高級ポストにはアメリカ人が加わっていた｡南朝鮮高

等教育の民主化と親米化を目指すアメリカ人官僚と､日本モデルの解体を求める世論･朝

鮮人官僚の思惑が合致し､京城大学は巨大な総合大学として生まれ変わった｡1950年代の

ミネソタ大学との協定事業は､こうした40年代の構造再編を基盤として進められたのであ

た｡中山茂(1993)(三婢真琴訳:原文は英隠)｢日本の高等教育に対する酉洋のインパクトJPふアルト

バック､V｡セルバラトナム編(馬越徹･大塚豊監訳)『アジアの大学一従属から自立へ,j玉川大学出版部､

150-151頁｡
『6韓国では､総合大学を｢大学校』､単科大学を｢大学｣と称する｡

17馬越微､前掲書11､182頁｡蒙典は､‘Herbert　Wesley　Dodge(1971),ノ1折ぶ扨ぴ�U/‥9.おぶ/ぶ/a肘e
l∂釦μa刀f而c肘丿卯jj弱J-/夕涯,The　George　W,ashingtol　universjty　D｡弱.Thesis,p｡】B,pj84,

18李星鎬(馬越徹訳)『韓国における近代大学の登場JP｡G,アルトバック､V｡セルバラトナム編､前掲

書14､3221頁｡

ト9馬越檄､前掲書II､182-1,83頁｡

-216　-



る.韓国の高等教育改革は､すなわち最高学府としてのソウル大学校をどう作るかという

問題であると言っても過言ではな《､ヒト､モノ､カネなど､あらゆるリソースがソウル

大学校に集中投入されたのである｡

　反対に､仏領インドシナ大学(旧ハノイ大学)の後身であるサイゴン大学では､前述し

たように､教授陣のキャリア､教授用語､カリキュラム2oなどにおいて､フランス教育モ

デルが濃厚に継承され､その組織は旧態依然としていた｡さらに南ベトナム政府および

USAIDが､サイゴン大学を避けて他の高等教育機関への援助を擾先したために､アメリカ

化されていく南ベトナム高等教育の中で､サイゴン大学はフランス教育モデルの孤塁と化

していった｡中核大学への援助が重点的に行われた韓国の場合とは､全く正反対の現象が

生まれたのである｡

　問題は､どうして両国にこのような対応の違いが生じたのか､ということである｡謝ベ

トナムにおいてもアメリカはフランス高等教育の影響を早く払拭したかったのではなかっ

たか｡同じ対応にならなかったのは､大きく二つの要因が考えられる｡

　第1の要因は､韓国での教育援助の経験が､その後のアメリカの援助戦略に微妙な変化

を及ぽしたのではないか､という可能性である｡たしかに､韓国に対するアメリカの教育

援助は､韓国民自身も主体的に関わったことなどにより､大局的には成功したかにみえた｡

しかし実際には根深い対立を抱えていたと言われている｡それは､アメリカで大衆高等教

育を受けた新世代の大学人と日帝時代にエリート高等教育を受けた旧世代の大学人の対立

であった｡この旧世代の中核こそ､京城帝国大学で教育を受けた朝鮮人保守派エリートた

ちであった｡彼らは民族の独立と自治を守ることを大義名分に､アメリカモデルの導入は

韓国に無用の混乱を引き起こすものとして､これに反対する態度をとった21.一部のアメ

リカ人学者からも､韓国への高等教育援助を全体としては成功であったが､｢アメリカが投

入した金額に見合うだけの成果をおさめたとはいいがたい｣とする厳しく評価がなされて

いる22｡

　アメリカの韓国に対する高等教育援助は主に1940年代後半から1950年代にかけて行わ

れ､南ベトナムに対しては1950年代後半に始まり1960年代後半から本格化したので､両

者の間には10年ほどの時間的隔たりがある｡韓国で得られた教訓を､わずか10年後､類

似した社会状況下の南ベトナムにおいて活かそうとアメリカが考えたとしても不思議では

なかろう｡韓国で莫大な資金を高等教育の中心部分に投入した結果､期待したほどの効果

をあげることができなかったとすれぱ､戦争がより長期化･屁沼化･高コスト化した南ベ

トナムでは､民生援助の時間･経済コストをできるだけ低く抑えて､その効率性を高めよ

2oたとえば1966年のサイゴン大学文学部が提供していた27の教育プログラムのうち､全面的にベトナ

ムを扱ったのは5つ､部分的に扱ったのは2つにすぎなかった｡大部分の教育プログラムはベトナムに関

係のない内容であった｡Doan　viet　Hoal,op,cil｡1,p｡228.

21李星鎬､前掲諭文18､331頁｡
22馬越徹､前掲書11レ189-190頁｡原典は､Dodge,op｡cjl｡17,p｡285.
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うと考えるのは想像に難くない｡

　具体的には､教育調査をアメリカ人専門家だけに限定して短期間に集中的に実施し､中

核的大学(サイゴン大学)に多数残っている保守的大学人を剌激せずに､既得権や心理的

抵抗の少ない高等教育セクターの周縁部分をターゲットとした援助事業を展開するという

ことである｡言い換えれば､低コストで確実性のある援助戦略に軌道修正することである｡

　たとえば財政面をみても､韓国ではソウル大学校=ミネソタ大学協定の予算だけでピー

ク時の1956年には約489万ドルに達していたのに対し23､1969年の南ベトナムにおける

USAIDの高等教育総予算は約155万ドルに過ぎない24.13年間の物価上昇率､ぼぼ同様の

人口規模(ともに2,000万人程度)､1960年代から70年代にかけてアメリカの財政状況が

次第に逼迫していったなどの諸条件を考えれぱ､アメリカの高等教育援助は相対的に韓国

には手淳く､南ベトナムには手薄であったと言ってよいだろう｡

　第2の要因は､アメリカ教育援助が行われた時代をめぐる両国の歴史認識の違いである

　(図3-15)｡韓国の歴史認識において米軍政期は､暗黒の近代であった｢日帝時代｣が

幕を閉じた後の､輝かしい新時代(現代)の始まりであった｡このため､旧時代の遺物で

あった日本教育モデルは徹底的に除去されるべき存在であった｡たとえアメリカ教育モデ

ルの導入のあり方にいろいろ問題があったとしても､新時代の象徴として韓国世論はこの

新モデルを基本的に歓迎したのである25｡そしてアメリカ教育モデルは今日の韓国教育の

骨格となるに至っている｡

　一方､南ペトナムではフランス植民地時代とサイゴン政権時代の間にレジーム

　(regime　:　政洽体制)の革命的転換が行われなかったので､仏慨時代の教育遺産はほぽそ

のまま南ベトナムに継承されていたのである｡その中核がサイゴン大学であった｡同時期

の北ベトナムでは､社会主義革命によって植民地体制から社会主義国家への体制転換が行

われていたので､ハノイの歴史認識では､暗黒の近代であった仏飯時代から､すでに1940

~50年代には｢現代｣(Hien　Dai　:　社会主義ペトナム)への移行が完了していた｡ところ

が､植民地レジームが基本的に継承された甫ベトナムでは､仮に現在の社会主義ベトナム

の歴史認識に基づくならぱ､1975年のサイゴン陥落まで｢近代｣(Can　Dal)が惰性的に統

いていたといえる｡国家をどう発展させるか､大学はどういう人材を養成するかという､

主権国家としての人材養成の基本目標がサイゴン政権に欠落した中で､アメリカの援助は

　｢近代｣の延命策として続けられたのである｡

　フランス教育モデルが南ベトナムに温存されたのは､それが他の教育モデルに比ぺて優

れていたからではな《､｢近代｣というレジームの継続がそれを許したのである｡さらに､

今日のベトナムにアメリカ教育援助の痕跡を見出すことが困難なのは､アメリカ教育モデ

;!3 馬越徹､前掲書11､182頁｡
24　DQan　Viet　H`oat｡op,cH√|,p｡268､

2　5　Di　llo,　p=｡2Z8.
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ル自体の欠陥よりも､南北統-というレジームの変化がアメリカ教育モデルを否定してし

まったからなのである｡いずれも場合も､どの教育モデルを採用するかは､政治レジーム

の変化に完全に依存していたといえる｡

図3-1　5　:韓国と旧南ベトナムにおけるアメリカ教育援助の歴史的位置づけ
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　それでは､こうしたアメリカ教育モデルの南ペトナムヘの移植は､甫ベトナム社会にど

のように受け止められていたのであろうか｡既存のフランス教育モデルに問題が多いこと

は､当時も多《の庸ベトナム知織人が自覚していた26.特に入学試験が課せられなかった

26　Do　h　仙aく1974),“Pr4ble鄭ol　Un細ぼs汀y　Growth　in　viein腿≒(Anlhony　Tapingkene　ed｡)ne
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法､文､理の3学部の就学者数が肥大化し､教育環境が著し《悪化していることは､大学

関孫者ならば誰でも知っていることであった｡さらに､フランスが南ベトナムに対する宗

主権を放棄し､政治､軍事､経済のあらゆる面でアメリカの南ベトナムに対する干渉が強

まる中においては､親米化政策の一環としてアメリカの教育モデルが南ペトナムにもたら

されたのは､必然的帰結であったといえよう｡

　重要なのは､外来のアメリカ教育モデルを南ベトナムに導入してい《プロセスにベトナ

ム人自身がどの程度主体的に関わることができたのかどうか､実施された援助事業が南ベ

トナム社会に適切な(relevant)ものであったかどうか､ということである｡まず､ベトナ

ム人自身がアメリカ教育モデルの導入に主体的に参加できたかどうかであるが､この点に

ついて､Hoatは次のように指摘している(1971,pp｡285-286)27.

｢南ベトナム教育のあらゆる主要な改革をアメリカが独占的に行ったというのは言い過ぎではない｡アメ

リカの教育調査団は南ベトナム教育のありとあらゆる面を調べ上げた｡指摘すべきは､こうしたチームが

アメリカの大学から派遣された｢専門家｣だけで構成されていたことである｡ベトナム人学者はこうした

調査にほとんど関わることがなかった｡しかも､ほとんどの調査チームはペトナムに短期間滞在しただけ

で､その大部分は現状把握に費やされた｡このため､彼らの調査結果は多くのベトナム人教育者にとって

わかりきった事実ばかりであった｡｣

　南ベトナムヘの教育調査団が南ベトナムについての専門知識を持たないアメリカ人だ

けで構成されたという点は､他の文献にも指摘されている28.対照的に､韓国では米軍政

が始まった直後の1945年9月に､軍政庁の命令により､朝鮮人教育関係者からなる｢教育

委員会｣が編成されている29.その後の教育援助事業は､いずれも韓国側のカウンターパ

ートによる協力体制がとられたという｡南ベトナムの教育援助がUSAIDのサイゴン本部事

務所を中心に行われたのに対し､韓国では援助実務を文教部(独立後の主要ポストはアメ

リカ人から朝鮮人に交替)と地方教育委員会が行い､韓国人スタッフが多《関与した3o｡

そして､｢高等教育に対するアメリカの影響は､アメリカ側の励ましと友好的援助も手伝っ

て√韓国人自らが進んで受け入れたため､浸透した｣31のであった(下線筆者)｡この点､

　　　　　　　　　　　　　　　　今

砂卵･/力θ/釦肘加aμお/即陥jy町幻1/es7£如即幻卯yerぶぴjC卯卯/j而り鴎Regional　lnslitule　of

Higher　Education　and　Development,　Singapore,pp｡21-40など｡

27　Hoalは､1962年にサイゴン大学師範学部英語学科に入学し､卒業後は私立ヴァンハン大学の学務郎

長や言語センター長を努めた｡1967年にアジア財団の奨学金を得て渡米し､フロリダ州立大学の大学院

で博士号を取得した｡

28たとえぱ次の文献｡Ton　That　Thjen(1973),“Hi幼er　Educalion　in　a　TraBiHonal　Coun{ry　Plagued

by　Colonialjsm　and　War:　The　Case　of　Soulh　vielnam"　,　(Hoong　ed｡)βeye/卯尉肘θ/が/助ef叙μほり卯

jjフタ仰r加&幻お/r戸r必7司,sa�/ぷ即es,Singapore,pp,　2卜40.

29馬越徹､前掲書H､147レ181頁｡
3o同上√180-181頁｡

31李星鏑､前揚諭文18､』31頁,馬越徹､前掲書],1､182-183･頁など｡
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南ベトナムの状況は韓国と大き《異なっていた｡

　次に､アメリカ教育援助事業の内容･手段が果たして南ベトナム社会に適切であったの

かどうか､という点であるが､ホアットは次のように指摘している｡

　　｢彼らが提案する改善策は､大部分がアメリカの経験から導き出されたものであり､ベトナムの文化的

および歴史的背景はほとんど考盧されなかった｡本来こうした調査には､ベトナムの文化や歴史について

の十分な知識と洞察力が必要なのである｡ところが､アメリカ調査団の提言の多《は柔軟性に欠け､細分

化しすぎており､政治･社会の新しい発展には時代遅れで､実現不可能であろう｡｣32

　また､ヴァンハン大学の社会科学部長を務めたトン･タット･ティエン(Ton　That　Thien)

も厳しい評価を下している｡

　　｢アメリカ人顧問は技術頁､行政面ばかりに重きをおいて､教育改革を経済学的見地に基づいて進め

ようとした｡経済学的発想が不必要だと言うのではない｡しかし､それは二教的な問題である｡現在の南

ベトナムに最も必要なのは､社会を再建し､新時代の扉を開くような人材を育成するための理念である｡

アメリカ人は､気づいていようがいまいが､消費主義的､個人主義的､自由放任主毅的な行動様式をベト

ナム人に押しつけようとしている｡これらはベトナム人には受け入れがたい面がある｡｣33

　たとえば前述したように､1967年にウィスコンシン大学の調査チームがまとめた南ベト

ナム国立大学改革案では､経営組織としての理事会およぴ諮問委員会(いずれも学外考を

含む)を各国立大学に設置し､理事会が学長を選出･任命する方式が提案された｡その際

に､同報告書では諮問委員会の人数や任期に至るまで細部にわたって規定したが､同年に

制定されたベトナム共和国憲法ではこの提案は完全に却下されている｡実質的には軍事独

裁政権であったサイゴン政権では､国立大学長の任命は大統領の専権事項とされ､理事会

や諮問委員会の設置など問題外であった｡こうした理念を受け入れるデモクラシーの土壌

は､南ベトナムには存在しなかった｡問題は､アメリカ人専門家がそうした基本的事実に

ほとんど注意を払っていなかったということである｡

　南ベトナムの実情を無視したアメリカの援助方法は南ベトナム大学人の反感を買い､親

米派と目される大学人が命を狙われる事件が相次いだ｡たとえぱ､アメリカの援助によっ

て最新式のアメリカ型キャンパスに生まれ変わったサイゴン大学医学部において､1969年

に二人のベトナム人教授が暗殺されている｡その―人レ･ミン･チ(Le　Minh　Tri)教授は､

サイゴン大学医学部を卒業し､アメリカの医科大学で博士号を取得し､帰国後はサイゴン

3　2　Doan　Vie{Hoat｡op,cit.1,.pp.｡285-286.

33　Ton.That　Thien,　op｡cH｡28,p｡39‘｡
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大学医学部副学部長を経て､1968年に教育相に任命されている｡暗殺はそのわずか4ケ徊

後のことであった｡もう一人の教授チャン･アイン(Tran　Anh)は副学部長の要職にあって､

同学部の初年次教育プログラムをフランス系とアメリカ系のどちらにするかを検討してい

る最中に暗殺された｡彼が殺される数日前に､アイン教授をはじめとする親米派の教授陣

に死を宣告するビラが学内に配られたという34.

　このように南ベトナムの大学では､その構造的な問題点を大学人自身が自覚しつつも､

アメリカの教育援助に対しては感情的な反発がみられた｡サイゴン政権の末期､大学は反

戦､反政府運動の拠点となっていたので､サイゴン政権の後ろ盾となり戦争継統を訴えた

アメリカ政府もまた､大学人にとっては憎悪の対象となったのである｡仮に､援助プログ

ラムの内容がアメリカ的価値観に基づくものであったという点を差し引いても､こうした

社会状況下ではアメリカ教育援助が南ベトナムに十分に根づいたとは考えにくい｡

　アメリカの教育援助およびアメリカ教育モデルは､コミュニティ･カレッジ(共同大学)

や工科大学の創設など､個々には優れた構想をもつものも多《､南ベトナム大学人からも

一定の評価を受けている35.このため南ベトナムの大学社会では､なかぱ一方的に提供さ

れた援助プログラムを享受できた人々､およぴ援助内容に一定の支持を示した人々(親米

派とみなされた)と､反政府･反米軍の立場に立った大多数のベトナム人に二極分化する

という現象がみられたのである｡しかも､アメリカの教育援助を享受したベトナム人です

ら､必ずしもアメリカの政治的姿勢を全面的に肯定したわけではなかった｡彼らがアメリ

カの大学に提出したベトナム教育に関する博士論文の内容にも､アメリカの援助政策に対

する厳しい批判を見つけることができる36.

2-2　南北統一後におけるアメリカ教育モデルの否定と継承

　南北統一後のベトナム高等教育の再編過程において､アメリカ教育モデルはどのように

扱われたのであろうか｡

　図3-16はサイゴン政権時代の高等教育システムと統一ベトナムの高等教育システム

を比較し､両者の移行･再編プロセスをモデル化したものである｡この図から明らかなよ

うに､サイゴン政権時代の高等教育システムは､サイゴン大学という巨大な中心が存在し､

その周囲にさまざまなカテゴリーの小規模高等教育機関が群生する､いわぱ｢一極集中型｣

の構造を呈していた｡サイゴン大学はこれらの小規模高等教育機関に教師の供給など､さ

まざまなサポートを行ってきた｡

34　Doan　viet　Hoal,opぱil｡1,pp｡264-265.

35たとえぱ､Nguyen　Huu　Phuoc　･(1974)｡a刀/f即mlj･y£がぴa//卯∂/勁j7邸印力/む功F/咄7諮｡/涯4-/釘む

メ1Γθ即afむ/yeねa/μ汪Ph,D｡Thesis　ol　theunive↑sily　of　Soulhern　California,　177P.

36たとえば√Doan　vjerHoat,op｡c11.1など｡
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図3-1　6　:南北統一後に おける旧南ベトナム高等教育システムの再編

沼南べ卜ナム:一極集中

統-ベトナム;多楊分散

注:旧サイゴン大学の再編過程は､

　　それ以外の高等教育機関の再編過程は､
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　南北統一後はこの『太陽系型｣高等教育システムを解体し､総合系､工業系､農業系､

師範系､医薬系､経済系など､専門分野別の数グループから構成される｢多極分散型｣の

高等教育システムに再構成することが課題となった｡モデルとなったのは､すでに北ベト

ナムで20年にわたって実施されているソビエト型高等教育であった｡その具体的な再編過

程は前節で明らかにした通りである｡監督形態は教育省による一元管理から､それぞれの

専門分野を扱う各省庁によって縦割り式に管理されるようになった｡

　ここで興味深いのは､大きく解体･再編されたのはサイゴン大学とフエ大学､つまり国

立総合大学であり､その他の高等教育機関は従来の組織が大学に昇格する形で存続したこ

とである｡サイゴン大学はすべて異なるグループの専門大学6校､同様にフエ大学は専門

大学3校(両大学とも文理型の総合大学1校を含む)に細分化された｡他方､トウドウッ

クエ科大学は統合前の3つの短大組織ごとに大学昇格し､ダラット大学はそのまま国立に

移管され､クアン･ダー･コミュニティ･カレッジはダナンエ科大学として昇格した｡と

りわけトゥドゥックエ科大学は､1973年にアメリカの肝煎りで3つの高等教育機関が統合

されて誕生したぱかりであり､大学としての機能をまだ十分に発揮していなかったため､

実質的には元の伏態に戻ったのと同然であった｡

　大学が短大よりも､国立が私立よりも高い社会的ステイタスを持っていた当時の南ペト

ナムの事情を考えると､この再編は伝統ある国立総合大学(サイゴン大学､フエ大学)に

は厳し《､アメリカ教育モデルを参考にして新規設立された高等教育機関(トウドゥック

エ科大学､コミュニティ･カレッジ)には寛大な措置であったといえるのではないだろう

か｡問題は､このような対応の差がどうして生じたかということである｡

　そこで､図3-17では､フランス､アメリカ､ソビエトの各高等教育モデルの共通項

について図示してみた｡Aはソビエトモデルとフランスモデルの共通項､Bはソビエトモ

デルとアメリカモデルの共通項､Cはフランスモデルとアメリカモデルの共通項である｡

ここで注目したいのは､各高等教育モデルの特微のうち共通項は存在するのか､その共通

の特微が統一ベトナムにおいて採用されたのかどうか､ということである6結果的には､

統一ペトナムで採用されたのは基本的にはソピエトモデルであったので､その典型的な特

徴である専門大学を中心とする高等教育構造､政治･思想教育の必修化､各専門省庁によ

る大学管理､特定集団(党幹部､戦死者の子女など)に対する入試の際のプライオリティ､

などが実現されることになった｡

　ここで注目されるのは､たとえフランスモデルやアメリカモデルの性質であっても､そ

れがソピエトモデルと共通の性質であれぱ､基本的に統一ベトナムに継承されているとい

うことである｡図中のAとBがこれにあたる｡たとえぱフランスモデルと共通する性質と
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しては､私学セクターの排除3≒入試の国家管理(パカロレアなど)､権威主義的な教授

法､学年ごとの進級試験､無料もしく低額の授業料などがある｡アメリカモデルと共通す

る性質としては､農学･工学の大学昇格､高等教育の大衆化と量的拡大などがある｡つま

り､統一ベトナムでフランスモデルやアメリカモデルが一概に全面否定されたわけではな

いのである｡

図3-1　7　:フランス､アメリカ､ソビエト各高等教育モデルの共通項

農学､

　　　7j議論尚尚RI屁｡　　宍皿願朧朧朧゛皿丿

　専門省dlミ§謁1ヨ謡謡回HF゛゛
　　顔11…………肖i　l巾　§1･　頴腿隠||　゜尚巾゛゛諮
　　白磁``台頭　　　態感鸚　`婬□｡昭SI　　　''蔚`　`'設6

　　顎昌冒頭頭韻回心冒ヽ……゛……､回s'iy｡宍RS
　　　a胆.回･-　　｡･､｡り･ヽ　　　　　､i　.　　　‘､.

　フランスフヲミヲヨ願B11でT77ヵこEダノレ
　　　　　⊂乙

抜主義､人文教養の重視　　　　　　　地方分権､学外套の経営　尤

､　　の総合型大学からの除外　　　　　単位制度､多様な選　ヽ目､ 目､大学院システム

注:････････加･の矢印は､ドイモイ路線(1986年~)の基本的な高等教育改革の方向を示す｡
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37サイゴン政権初期の南ベトナム高等教育は国立セクターが寡古伏態にあったが､アメリカ教育モデル
の影響が強まるにつれ､､私立大学が増加した｡
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　逆に言えば､統一ベトナムで採用されなかったのは､フランスモデルやアメリカモデル

のうち､ソビエトモデルの理念に反する部分である｡フランスモデルで言えば､過度の選

抜主義､人文教養の重視､農学や工学を大学セクターとして認めない点などである｡アメ

リカモデルでは､地方分権主義(コミュニティ･カレッジなど)､大学経営への学外者の参

入(大学理事会など)､選択科目制などである｡むろん米仏両モデルに共通の特微である､

教育省による一元管理､マルチ･ディシプリン型大学を中心とする高等教育システム､キ

ャンパスの政治的自由などはほぽ完全に否定されている｡図中のCがこれにあたる｡

　前述したように､トゥドゥックエ科大学やコミュニティ･カレッジの理念は､伝統的な

総合大学の欠陥を補う意味をもち､大学教育の大衆化と量的拡大､および専門化の方向に

沿ったものであった｡これらが本来､アメリカ教育モデル普及の一饗として設立されたと

しても､その理念はソピエトモデルと共通するところが多かったので(図中のBに該当)､

統一後も存続･昇格することができたと考えられるのである｡コミュニティ･カレッジ(共

同大学)のうち3校は大学予科38として改組されたが､これは､コミュニティ･カレッジ

の理念の一つである基礎教養を学ぶ場としての機能を引き継いでいる｡

　他方､サイゴン大学やフエ大学のような伝統的な総合大学には､ソピエトモデルと共通

しない性質が多かったということであろう｡マルチ･ディシプリン型大学､農学やエ学を

大学に含めないこと､すべての学部が教育省の傘下に置かれるなどの構造面の特微に加え､

エリート選抜主義､古典教養中心主義､キャンパスの政洽的自由などの機能面は､いずれ

もソピエトモデルの理念には相容れないものであった｡むしろ高尊教育の大衆化､専門化､

国家化こそソビエトモデルの基本理念であった｡つまり､サイゴン大学やフエ大学は､ソ

ビエトモデルと共通する特微(図中のA)を多く有していなかったために､社会主義ペト

ナムに不適格であると判断され､専門大学として分割されてしまったのではないかと考え

られる｡ただし､フランス高等教育モデルには､入試の国家管理､講義中心の権威主義的

な教授法､学年ごとの進級試験制度39など､機能面ではソピエトモデルと共通する部分も

多《､これらは統一後も高等教育の内容･方法面において継承されていったのである｡

　結果的には､南ベトナム高等教育におけるアメリカ教育モデルの特微のうち､ソビエト

モデルと相容れるものは統一ベトナムに継承され､矛盾するものは統―後すぐに否定･廃

止されたといえる.のちに1986年からドイモイ路線がスタートすると､従来の高等教育シ

ステムの問題点の見麿しが活発化したが､その際に採用された諸政策は､米ソ両モデルの

理念が矛盾しない部分､すなわちBの部分に該当するものが多かった｡それらを足がかり

としてヽアメリカモデル(つまり市場経済型の高等教育モデル)に基づいた政策を再ぴ導

入するようになるのである｡図中の矢印はその方向性を示している｡

38大学に行けなかった兵士､少数民族､戦争孤児などが大学教育を希望する場合､初等教育すら十分に
受けていない場合が多かったので､この大学予科で補習教育が行われた｡

"落第すると､もう一度全科目を受講し徽さなけれぱならない点が､単位制度と大きく異なる｡
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小括　｢アメリカ高等教育モデル｣は何をもたらしたか

　本章の目的は､サイゴン政権下の南ベトナムにおける高等枚育の特質を考察することで

あった｡具体的には､以下の4つの課題を設定した｡

　第1に庸ベトナム教育の基本的性格がどのようなものであったか｡南ペトナム教育に仏

頗インドシナ以来のフランス教育モデルがどのように継承されてきたか｡

　第2に､ベトナム戦争の主戦場となった南ベトナムにおいて､戦争が教育とりわけ高等

教育にどのような影響を及ぽしたのか｡高等教育はベトナム戦争およびサイゴン政権に対

してどのようなスタンスをとってきたのか｡

　第3に､アメリカの政治戦略の一環として南ベトナムに対する高等教育援助がどのよう

に展開され､いかなる特微をもっていたのか｡教育援助を通じて､アメリカ高等教育モデ

ルは既存のフランス教育モデルとどのように競合したのか｡

　第4に､南北統一によって甫ペトナム高等教育がどのように再編され､その過程におい

て､従来のフランスモデルやアメリカモデルが､どのようにソビエト教育モデルに取って

代わられたのか｡

　第1の課題に対する結論としては､まず初中等教育が修了資格試験制度をとっていたた

めに､原級留置や中途退学の割合が非常に高かったことが挙げられる｡仏領時代と同じく

中等教育段階の選抜性は高《､中等教育修了試験であるバカロレアH試験に合格できた者

は一握りの生徒だけであった｡さらに､中等教育において普通教育セクターが90%以上を

占め､職業教育セクターを圧倒した｡南ベトナムの初中等教育の性格は社会の基礎教育二

ーズを反映しておらず､高等教育はこうした脆弱かつ歪んだ下部構造に立脚していたので

ある｡

　南ベトナムの高等教育は､インドシナ大学=仏領ハノイ大学以来の伝統を跨るサイゴン

大学が伝統･規模ともに中心的存在であった｡これに加え､フエ大学､カントー大学など

の国立総合大学､技術系と農業系の単科高等教育機関､2年制のコミュニティ･カレッジ

　(共同大学)､およびいくつかの私立大学から構成された｡50年代後半~60年代は国立総

合大学が高等教育を独占していたが､70年代に入ってから､トウドウツクエ科大学の創設､

コミュニティ･カレッジの創設､私立大学の増加など､高等教育の形態が多様化していっ

た｡これに伴い､就学者数も70年代に急激に増加している｡特に､法学部､文学部､理学

部など､入学試験を牒せられない学部の就学者数が爆発的に増加した｡これらの学部の卒

業率は非常に低かった｡大学全体でも年を経るにつれて教師一人あたりの学生数が増加し､

教育莱境は悪化の一途をたどった｡

　第2の課題に対する結論は次の通りである｡都市部とくに首都サイゴンに農村から避難

民が大量流入した結果､都市人口が急増し､必然的に学齢児童の数も急増した｡このため､

都市部では小学校･中等学校の建設が追いつかず､逆に農村では学校教育が機能停止状態
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に追い込まれた｡同時に解放区では､学齢児童に対する初等教育と成人非識字者に対する

識宇教育･思想教育が実施されていた｡これらは北ベトナムの教育を参考としていた｡

　南ベトナムの大学キャンパスでは､次第に反政府･･反戦争･反米の拠点となりつつあっ

た｡サイゴン政権は大学教師に対する政治訓練､学生の微兵猶予を進級及第者のみに限定､

学生の軍事訓練の必修化など､大学側にさまざまな圧力をかけたが､結果的にはますます

反政府運動が激化し､学生による抗議行動､テロが頻発した｡当時の南ベトナムにおいて

は､学生にとって大学は微兵逃れのための避難場所であり､政府にとっては｢内なる抵抗

勢力｣であった｡

　第3の課題に対する結論としては､アメリカの高等教育援助は南ベトナム教育の大衆化､

専門化､民主化を基本路線とし､USAIDのイニシアチブによって1960年代後半から事業が

本格化したといえる｡約10年間という短期間ではあったが､ベトナム人教職員向けのアメ

リカ研修､ベトナム人留学生のアメリカ派遣､アメリカ人専門家による高等教育調喪､大

学間提携によるカリキュラム改革など､校舎･施設などの新改築など､さまざまなプログ

ラムが提供された｡高等教育援助の中心となったアメリカの大学は､主として中西部の大

規模州立大学が多いという特微がみられた｡これらの大学はいわゆる｢土地交付大学｣と

して､地元州民の実学教育ニーズに応えるべく設立･発展した伝統を有している｡そうし

た蓄積を南ペトナムに活かそうとしたものと考えられる｡

　アメリカの教育援助が行われている間も､サイゴン大学では仏領時代以来のフランス教

育モデルの伝統(フランス教育を受けた教授陣､教授用語､カリキュラムなど)が根強く

継承されていた｡アメリカの基本戦賂は､甫ベトナム学術の中核的存在としてのサイゴン

大学よりもむしろ､周縁的存在の新型高等教育機関(トウドゥックエ科大学､コミュニテ

ィ･カレッジ(共同大学)､私立大学など)に積極的な援助を行い､アメリカ高等教育モデ

ルの影響を周縁から拡大していくことであった｡したがって､サイゴン政権末期の南ベト

ナム高等教育では､中心にフランスモデル､周縁にアメリカモデルが桔抗･並存するとい

う二層構造が生まれた｡朝鮮戦争前後の韓国に対するアメリカの援助は南ベトナムヘの援

助と比較して共通点が多いが､韓国では中心大学であるソウル大学校に各種リソースが集

中的に投入された点が南ペトナムと大き《異なっている｡

　第4の課題に対する結諭は､甫ベトナム高等教育は南北統―後に､サイゴン大学を中心

とする｢一極集中型｣の高等教育体制を､総合､師範､医薬､工業､農業､経済などの各

専門大学グループからなる｢多極分散型｣高等教育へと再編成されたということである｡

管理形態も､教育省の一元管理から各専門省庁による縦割り行政に変化した｡ただし､た

とえフランス教育モデルやアメリカ教育モデルの性質であっ七も､それがソピエト教育モ

デルの理念に合致するものであれぱ採用され､これに矛盾するものは否定･廃止された｡

アメリカ教育モデルの実学･職業志向や大衆化志向は､ソピエト教育モデルの理念と典通

レでいたがゆえに､統一ベトナムにおいても継承されていったのである｡
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第4章　ドイモイ体制下の高等教育改革

　本章では､今日のドイモイ体制下における高等教育の構造･機能変化に注目し､これに

伴うソビエト高等教育モデルの影響力の変化について考察する｡

第1節　ドイモイによる社会･教育の変容

　1975年のペトナム戦争終結､翌年の南北統一によって､ベトナム(ベトナム社会主義典

和国と改称)はソピエト教育モデルに基づいた社会主義教育の建設を進めた｡ところが､

約10年後の1986年12月に開催された第6回共産党大会1で｢ドイモイ｣(Doi　Moi　:　刷新)

路線が採択されると､それほ後は一遵の教育改革が行われ､高等教育もまたその性格を大

きく変えることになった｡なぜ改革が行わなけれぱならなかったのか､高等教育の｢ドイ

モイ｣はどのように進められたのか､それは従来型のソビエト高等教育モデルにどのよう

な影饗を与えたのであろうか｡本傘ではこれらの点について検肘したい｡

1-1　なぜドイモイが採択されたか

　南北統一後のペトナムでは､北ベトナムで実施されてきた社会主義体制の正当性が確認

され､これをすみやかに旧南ベトナム地域にも適用することが求められた｡旧南ベトナム

ではあらゆる私企業が廃止され､銀行は国有化された｡全国すべての生産･流通はハノイ

の国家計画委員会を中心とした計圃経済に基づくようになった｡ところが､戦争によって

熟練労働力や生産インフラが著し《不足していたために､粗悪な製品しか生産できなかっ

た｡国民の大多数が居住する農村では､｢合作社｣(Hop　Tac　xa)による農業集団化が一斉に

行われた｡しかし､戦争中は成年男子の大量動員を可能にし､残された者が協力して銃後

の守りに備えるシステムとして機能した合作社の―律分配主義は､戦後はむしろ収入の増

大を望む農民にとって魅力的なものではなくなった｡農民は自由経営を認められたわずか

な自留地の耕作を重視し､実入りの少ない共有地の耕作を放棄するようになった｡こうし

て統一ベトナムの工業生産､農業生産はともに低迷した｡加えて､戦場から多くの兵士が

復員し､彼らの失業対策が深刻な社会問題となった｡

　これに追い打ちをかけたのが､国家財政に大きなウエイトを占めていた外国援助の減少

であった｡ベトナム戦争終了後､ソ連･東欧賭国からの援助は減少していたが､さらに1978

1痢北統一後の1976年12月に行われた第4回党大会で､ベトナム労働党は｢ベトナム典童党｣(Dang　COJlg

San　viet　Na)と改称した｡同党は今日のベトナム社会主義典和国(Cong　Hoa　xa恥i　Chu　Nghja　vjeトNam)

における唯一の政党かつ堆7の欧権敢党である｡なお､統一ベトナムの国家､国旗は北(民主共和国)の

ものが採用された｡･痢北統-は､実質的には『北による南の併合｣であった｡
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年のベトナム軍のカンボジア侵攻によって､国際機関はベトナムヘの援助を一斉に停止し

た｡以前から関係が悪化していた中国とは1979年に｢中越戦争｣が勃発して､援助など望

むぺくもなかった2｡一方､長年の同盟国であったソ遵は､ゴルバチョフの改革路線｢ペ

レストロイカ｣が始まると､ベトナムに対する経済援助を大幅縮減するようになった｡1970

年代後半にベトナムの国民総生産の2割以上を占めていたソ遵の経済援助は､1980年代末

にはほぽ皆無になった3.また､80年代末の東欧革命によって東欧諸国からの援助も途絶

えた｡外貨獲得のために大量に外国に送り出されたベトナム人労働者の多《は失業して帰

国し､政府は対外債務の返済に窮した｡友好国からの経済援助に恒常的に依存してきたベ

トナム国家財政･経済4は､上記のような国際情勢の変化によって､1980年代前半にはほ

とんど破綻伏況に陥ったのである｡

　これらの閉塞状況を打開するために導入されたのがドイモイであった｡ドイモイは計画

経済から市場経済への転換にとどまらず､国民生活における就学･就職の自由､経済活動

の自由､文化･宗教の自由､一定範囲での言論の自由などを実現した｡対外的には､従来

のソ遵･東欧など社会主義友好国に眼定した外交関係から､1995年のアセアン加盟やアメ

リカとの国交正常化に象微されるように､いかなる政体の国とも友好関係をもつ｢全方位

外交｣路線への転換が図られた｡つまりドイモイとは､市場経済への転換､国民生活の自

由化､全方位外交関係への転換など各方面における一連の政策転換の総体を意味するもの

なのである｡また1980年代後半には､ソ遵の｢ペレストロイカ｣や中国の｢改革解放｣が

世界の注目を集め､1989年末には一連の東欧革命が起きて､ベトナム現代史を大きく規定

してきた地球規模の冷戦構造が崩壊するに及んだ｡こうした状況変化はペトナムをして､

自国の政治的安定を確保しつつ､経済成長という｢バスに乗り遅れないように｣､積極的な

経済開放を行うべきであるとする意見が指導部においても大勢を占めるようになった｡

　こうした改革･開放路線は経済活動を活発にし､国民の生活水準は90年代以降急速に

向上した｡今日ではいわゆる｢絶対的貧困｣はほぽ克服され､大都市ではピジネスマン､

政府幹部などのホワイトカラーを中心とした中間層が､農村では富農層が徐々に形成され

2中国とベトナムの関孫を決定的に悪化させたのはカンポジア問題であった｡いわゆる｢クメールリレ

ージュ｣(ポルポト派)が1975年に政権を奪取すると､彼らは中国の文化大革命を手本として､極端な原
始共産社会化を図ろうとした｡その過程で多くの都市住民､知織人､親ベトナム派が虐殺されたのは周知

の通りである｡クメールリレージュはベトナムを敵視する方針をとり､国境付近のペトナム民族に迫害を

加えた｡ベトナムは生き残った親ベトナム=派カンポジア人を支援する形で大規模な軍隊を派遺し､1979

年1月には親ベトナムの『ヘン･サムリン政権｣が首都を奪回した｡しかし､中国の文化大革命に対する

ベトナムの批判的態度､ベトナム在住華偶の大量出国､ベトナム外交が修正主義論争で対立を続けるソビ

エトに傾斜しつつあったことを不服とした中国は､自らの友好国であるカンポジアにベトナム軍が進駐し

たことを非難して､同年2月､｢懲罰｣と称して中越国境に軍事慢攻した｡実際には､近代戦に精通した

ベトナム軍が擾勢であったが､国境付近のベトナム賭都市は人民解放軍に徹底的に破壊された｡以後､中
越関係は敵対関係となり､ドイモイ後の1　99　1　年　に疆交正常化がなされるまで､緊張した状態が続いた｡

3松岡完(200J)『ベトナム戦争一瞑解と誤算の戦場丿中公新書､96頁｡　　　　　　　　　J　　　　r　　　j

4このような国家丸抱えの経済システムは『パオカップ｣(Bao　Cap　:　『包括的国庫補助制度J)と辱ぱれ
た｡パオカップはドイモイによって大幅に縮小されたが､今日でもなお維持されている｡
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ている｡国民は｢口を糊する｣だけでなく､消費活動や教育投資に大きな関心を持つよう

になった｡また､かつての敵国であったフランス､アメリカ､中国との対外関係も劇的に

改善され､ベトナムをめぐる今日の国際関係は未だかつてないほど安定した状態を生んで

いる5.本節では､こうした状況変化が高等教育にどのような影響を与えたのかを検討し

たい｡

1-2　ドイモイ体制下の教育制度

　南北統―後の教育制度は小学校5年､中学校4年､高校3年の5-4-3制に統一され

た｡統一以前の教育制度は､北(民主共和国)が4-3-3制､南(サイゴン政権)が5

-4-3制であったが､結果的には南部の学制が採用され､北部の学制が2年延長される

ことになった｡新制度は1980-81学年度から学年進行方式で実施され､1992-93学年度に

完了した｡これにより､大学進学には12年間の初中等教育を受けることが義務づけられた｡

　また､旧北ベトナムの普通教育第1段階､第2段階､第3段階､および旧南ベトナムの

小学校､中等学校第1段階､中等学校第2段階は､それぞれ｢小学校｣(Truong　Tieu　Hoc､

第1~5学年)､｢中学校｣(Truong　Trung　Hoc　CO　So　:　原語では｢基礎中学校｣､第6~9

学年)､｢高校｣(Truong　Trung　Hoe　Pho　Thong　:　原語では｢普通中学校｣､第10~12学年)

として全国統一で改組された｡小学校の5年間は義務教育とされた｡

　また､国民の教育需要の高まりに対応するために､1991年から民立学校(l　ruong　dan　l　ap)

の設置が認められるようになり､都市部を中心に多くの民立校が設立されている6.

2001-2002学年度における非公立(半公立およぴ民立)学校生徒の比率は､小学校0.3%､

中学校2.7%､高校33.6%､中等職業学校4.3%､大学･短大10.4%となっている｡高校

5国際関係の好転によって､今日のベトナムでは外国およぴ外国人に関する情報統制も大幅に緩和され
ている｡外国人の移動･居住の自由は原則として保障され(ただし届出が必要)､ペトナム人の外国渡航

も原則として自由である｡新聞･テレビなどのマスメディアにおいても､外国の情報はほぽリアルタイム

で報道されている｡都市部ではインターネットの普及も著しい｡こうした状況は90年代後半以降のこと
である｡

6社会主義ペトナムにおいては､私立学校とは個人が殷立する学校を指し､民立学校とは特定の組織･
団体が設立する学校を意味する｡1998年12月に可決された教育法(Luat　Giao　Duc)では､第44条におい

て｢民立｣(dan　lap)と区別して｢私立｣(tu　thuc)という単語が用いられているが､両者の違いは明確に
定義されていない｡大塚豊の言葉を借りれぱ､｢(ベトナム高等教育における)私立と民立を分けるのは､

その管理運営の在り方､とくに管理者の就任方法である｡私立学校長は自らの私的所有物である学校の長

になり､それを代表できる｡―方､民立学校の長は発起人ないし創設準備会と呼びうるものによって選出

され､しかも､このグループは必ず青年団体､婦女連合会､教育学会､科学協会など何らかの社会的団体･

組織の推薦を受けなければならないのである｡｣(カッコ内筆者)と煕別しうる｡大塚豊(2002)｢ベトナム
における民立大学の成立と発展｣『中越両国の高等教育拡張における民営化方式の有効性と影響に関する

比較研究』(平成11年度~平成13年度科学研究費補助金研究成果報告書､研究科代表者:大塚豊)､42

頁｡しかし現実のベトナム社会では｢私立｣学校はいまだ存在せず､｢公立｣(congLap)､｢半公立｣(ban

cong)､｢民立｣の3形態がある｡実貧的には､｢民立｣学校は私立大学とほぽ同義であるといっていい｡

なお､半公立とは国や地方政府が校舎などの基本施設を出資し､経常費を授業料収入などの学校収入によ

って賄う方式を指す｡加al　Gj卯釦c(1998),脂a　xuat　Ban　Chitlh　Trj　Quoc　Gia,　Djeu　44,　p｡34.(『教

育法j)
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生の3分の1が半公立および民立学校に通っていることが注目される7.

　2000年現在の就学率(純就学率)は､小学校約92%､中学校約74%､高校38%となっ

ており､一部の少数民族を除けば､小学校教育はほぽ完全に普及している｡中学校教育は

都市部では一般的になっているが､農村部での普及が遅れている｡このため､2000年8月

に政府がまとめた『2010年までの教育発展戦略』では､2010年までの到達目標として､中

学校教育の完全普及が掲げられている8.

図4-1　:現代ベトナムの教育制度
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注:回中の曲線は､中等職業学校を卒業して大学に進学するケースを指す｡

　　上阻の矢印がない場合は､その教育機関の修学年限が一律でないことを表している｡

　また社会主義ベトナムでは､普通教育セクターと並んで職業教育セクターが重要な役割

を果たしてきた｡職業教育機関には､中等職業学校と職業訓練校がある｡｢中等職業学校｣

(lruong　trung　hoc　chuyen　nghiep　:　原語では｢専業中学校｣)は､中級レベルの技術者を

養成することを目的としている9.入学には中学校卒業が必要であり､就学年数は中学校

卒業者の場合3~4年間､高校卒業者の場合1~2年間である｡高校と同様､卒業者には

大学進学の機会が与えられている｡同学校は数百人規模の小規模校が多く､技術系､農林

水産系､経済･サーピス系､師範系､保健･スポーツ系､文化･芸術系など専門分野別に

分かれている｡一方､｢職業訓練校｣(truong　day　nghe)では技能工の養成を目指し､より

実践的な訓練が行われている｡中等職業学校では数学や英語などの普通科目が多く含まれ

ているのに対し､職業訓練校では主に在職者の職業訓練に特化しているという違いがある｡

　小学校の管理責任は､各県､大都市の各区および市レベルの教育訓練室長(Truong　Phong

Gi　ao　D･uc　va　Dao　Tao)が､中学校と高校の管理責任は地方各省および中央直轄市の教育訓

練事務所長(Gj　am　Doc　SO　Giao　Duc　va　Dao　Tao)　が有している｡職業教育セクターの官吏主

体は､中央省庁や地方人民委員会などさまざまである1o｡また､従来の国家教育省と大学･

中等職業教育省は､1990年に｢教育訓練省｣(BO　Giao　Due　va　Dao　Tao)として統合された｡

　高等教育は､｢大学｣(truong　dai　hoc)､｢短期高等教育機関(以下､短大と略す)｣(truong

cao　dang:原語では｢高等学校｣)､およぴ｢大学院｣(sau　dai　hoc)からなる｡大学すな

わち学士諜程は専攻分野によって4~6年制(医学は6年制､工学は5年制など)である

が､多くの大学では3年制の短大課程を併設している｡大学･短大ともに､高校または中

等職業学校の卒業を入学資格としている｡大学院には｢修士牒程｣(trinh　do　thac　si)と

　｢博士課程｣(lrinh　do　Hen　si)がある｡大学院は通常大学に設置されるが､必要に応じ

て科学院などの研究機関が開設することもできる11.

　教員養成は師範学校､師範短大､師範大学という3種類の教育機関で行われている｡｢師

範学校｣(truong　su　pham)は中等職業学校の一つであり､小学校教師およぴ幼稚園教師の

養成を行っている｡｢師範短大｣(t　ruong　cao　dang　su　pham)は短大レペルの教育機関であ

り､中学校教員の養成を行っている｡｢師範大学｣(truong　dai　hoc　su　pham)は大学レベル

に属し､高校教師およぴ中等職業学校教師の養成を行っている｡また､師範大学以外でも

師範系(教育)学部が設置されている大学があり､卒業資格は師範大学と同等である｡師

lo加al碍∂θJ卯｡op｡cjl｡6,Dieu　27,　p｡Z0,

目£㈲1碍&∂pぼ,0p,　cit｡6,D↓eu　38,　p,29
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範系の諸学校では授業料が免除され､ほとんどの学生に奨学金が支給される12.

　1998年12月にはベトナム史上初めて､全教育段階･全教育形態を網羅する体系的な教

育法(全110条)が制定され､翌99年6月に施行された｡現在のベトナムの教育制度は､

すべてこの法律に基づくものである｡この法律は､ドイモイ路線によってベトナム社会の

市場化が進行する中で､これに対応した包括的な教育理念を打ち出すべ《策定された｡そ

の性格は､社会主義体制下において個人の全面的発達を重視し､民立学校の設立を奨励す

るなど､開放的かつ現実主義的なものとなっている13｡

1-3　中等教育の動向

　次に､高等教育への人材供給源である中等教育段階(中学､高校)の就学者動向を観察

してみよう｡図4-2は1986-87学年度の就学者を100として､その後の増減傾向を示し

たものである｡これによると､中学校･高校ともに1980年代後半から90年代初めにかけ

て減少し､90年代半ぱから急速な回復基調にあることがわかる｡特に､高校の就学者数は

90年代初めにほぼ半減状態に陥っていることは注目される｡
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図4-2:ドイモイ期における中等教育就学者数の推移

1988-89 1990-91 1992弓3　　1994-95

　　　学年度

→一申学-●一高校

1996-97 1998-99　　2000-2001

注:1986-87学年度の就学者数を100とする｡

出典:1986-87学年度~1998-99学年度の就学者数は､Minjslry　of　Education　and　Trannjng,　op.cit.8

12奨学金を受けたことによって､-,定期間教師として奉職する義務､および教職に就かなかった場合の

奨学金の返還義務はない｡

13近田政博訳､ヴォ･ヴァン･セン監修(2001)｢ベトナム教育法(翻訳)｣名古屋大学高等教育研究セ
ンター編『名古屋高等教育研究』第1号､183-220頁｡
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p.36.2000-2001学年度の就学者数は､BO　Giao　Duc　va　Dao　Tao,　Trung　Tam　Thong　Tin　Quan　Ly　Giao

Duc(2001),jdjeぴ7加j7g加Gjaθ加c,ぬj7洵/7,昂∂7加ng,の卯加c7徊朗g加yen,狗£/旭l崩d卯F2∂臥

pp,　8子

　こうした状況は､この時期におけるベトナム財政･経済の悪化と密接に関係していると

考えられる｡最大の要因は､政府が財政難のために入学定員を縮減せざるを得なかったこ

とである｡計画経済体制下あるいはその移行期においては､就学者数は国民の進学二ーズ

よりもむしろ国家の諸事情(財政･外交など)によって規定される度合いが大きかった｡

また､財政難を理由にこれまで無料だった公教育における授業料微収が1989年から実施さ

れるようになったことも関係している(義務教育だけは従来通り無料とされた)｡それまで

のベトナムでは公教育はすべて無料であったので､いくら低額とはいえ14､一定の社会的

影響を与えたことは否めない｡
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図4-3:ドイモイ期における中等教育の教師一人あたり生徒数
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出典:図4-2と同じ｡

1992-93　　1994-95　1996-97　1998-99　2000-2001

　　　学年度

-●一中学一●一高校

図4-3では､中学校･商校における教師一人あたりの生徒数(PT比)を示した｡J980

14公立中学校･商校の授業料は､今臼でも耳1~3万ドン(80~250円)程度と低額に抑えられている｡

しかし､農民の現金収入がほとんどなかった1980年代末においては､授業料徴収の影饗力は小さくなか

った｡古田元夫の言葉を借りれぱ､ごのようなドイモイ当初の市場経済化は､理念上の転換というよりも

むしろ､｢国家はもはや頁倒をみきれないから勝手にやうてくれ､勝手にやる吉由だけは保障する｣とい

う現実的切迫によるものであった｡古田元夫(1996)｢ベトナムの現在』講談社現代新書√J9-20頁｡
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年代後半からの就学者数の減少に伴い､PT比も減少している｡このことは､生徒数の減少

に比べて､教師数がそれほど減少しなかったためである｡その後は､就学者数の回復とと

もにPT比も増加し､90年代末にピークを迎え､再び減少に転じている｡このことはつま

り､生徒数の増加に教師の増員が追いつかず､学級数､クラス人数が増加したことを意味

している｡ようや《90年代末に緩和の兆しがみられるようになったが､それでも中学校･

高校ともに25~30人の間を推移しており､かなり高い水準にあるといっていいだろう15.

このため､多くの学校で二部制が実施されており､教師･生徒は午前･午後のどちらかの

部に分けられている｡

　以上の観察からは､ドイモイ期の中等教育は財政難によって1990年前後に縮小したこ

と､1990年代半ぱからは急速な拡大基調にあること､これに伴って教師の授業負担が増大

していること､の3点が指摘できる｡中等教育のこのような動向は高等教育にどのような

影響を与えているのであろうか｡

第2節　ドイモイ体制下における高等教育変容

2-1　高等教育機関の多様化

　社会主義ベトナムの高専教育システムは､従来は工業系､襲林水産系､医薬系､師範系

などの専門大学グループを中核とする｢専門大学主義｣をとってきたが､ドイモイ期にな

って新しい形態の高等教育機関が形成されるようになった｡

　第1は､ハノイとホーチミン市に｢国家大学｣(Dai　Hoc　Quoc　Gi　a)と称する大学が誕生

したことである｡｢国家大学｣とは､ベトナムを代表するマルチ･ディシプリン型の国立総

合大学を構想して付けられた名称である｡従来の文理型のりベラルアーツ･カレッジであ

った旧総合大学にいくつかの専門大学を吸収合併する方式で設立された16｡ハノイ国家大

学はハノイ総合大学､ハノイ第一師範大学､ハノイ外国語師範大学の3校が統合され､1993

年12月に発足した｡ホーチミン市(以下､HCMC)国家大学は､HCMC総合大学､HCMC師範

大学､HCMC工科大学､HCMC技術師範大学､HCMC農林大学､HCMC建築大学､HCMC経済大学､

HCMC財政･会計大学､法科大学HCMC分校の9校が統合され､1995年1月に発足した｡両

校とも､従来の専門大学が国家大学の各カレッジにそのまま移行する形が取,られている｡

国家大学は研究費の配分や大学自洽権など､多《の点において優先的な待遇を受けている｡

15　2000年の日本におけるPT比は中学校15.9人､高校15.5人であり､ベトナムはその2倍近い水準に

あることがわかる｡文部省(2000)『文部統計要覧　平成13年版』､51-52､58-60頁｡

16　Tran　Hong　Quan　(chu　bien)(1995),卯洵･玲a/　rfje刀釦洵釘印の卯加c吻狗θΓ卯(/何5-7卯紅

Nha　xual　Ban　Gjao　Due,　p｡240.(『教育･訓練事業発展の50年間(1945-1995年)』)
　なお､国家大学と国立大学は英語ではともにNaHonal　hjversHy　であるが､ベトナム語表記では国

家大学はDaj　Hoc　Quoc　Gia､国立大学はDa　l　Hoc　Quoc　Lap　であり､異なっている｡ベトナムの国立大学

には国家大学､地方総合大学､専門大学､一部の短期高等教育機関(短大と賂す)があるが､国家大学は

このうち､ハノイとホーチミンにあるマルチ･ディシプリン型総合大学を指す特別の称号である｡
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　第2は､地方大学のいくつかは､匡|家大学の名称は冠せられることはなかったが､国家

大学と開様にマルチ･ディシプリン型の総合大学を目指して1994年4荊に一斉改組されて

いる(以下､地方総合大学と略す)17.フエ大学､ターイグエン大学､ダナン大学がその

ケースである｡中部のフエ大学は､フエ総合大学､フエ師範大学､第二農業大学フエ校､

フエ医科大学､フエ美術短大の5校が統合されて誕生した｡北部のターイグエン(Thai

Nguyen)=大学は､ヴィエトバク(Viet　Bac)師範大学､第三農業大学バックタイ(Bac　Thai)

校､ターイグエンエ業大学､バックタイ医科大学､ヴィエトバク竜気労働学校(Truong　Collg

Nhan　CO　Dien　viet　Bac)の5校が統合されて誕生した｡ダナン大学は､ダナンエ科大学､

ダナン師範短大､グエン･ヴァン･チョー技術労働学校(Truong　Cong　Nhan　Ki　Thuat　Nguyen

van　Tro)の3校が統合された｡これらの地方総合大学は､地域の拠点大学としての役割を

担うことになった｡

　第3は､成人教育機関として1993年には､ハノイとホーチミン市に｢公開大学｣(Da　LHoe

Mo:　Open　univers　i　ly)が1校ずつ設立されている｡公式にはハノイ公開大学は国立､ホー

チミン市公開大学は半公立ということになっているが､両校とも実質的には独立採算に近

い運営形態をとっている｡経常費の大部分は､各コース単位で支払われる授業料､および

国際機関や外国からの援助によって賄われている｡原則として､高校卒業責格さえあれぱ

入学することができる｡国際的にみれぱ公開大学は独自のキャンパスを持たず､郵便､テ

レビ､インターネットなどの通信メディアを用いるのが一般的であるが､ベトナムの場合､

2校とも自前のキャンパスを持ち､通信制のみならず通学制のフルタイム､パートタイム

制がある点が特微的である｡たとえぱ､2001-2002学年度の就学者数は､ハノイ公開大学

26,330人､ホーチミン市公開大学11,059人であるが､このうち通学制フルタイム学生は

それぞれ､6,838人(26.0%)､9,369人(84.7%)となっており､大きなウエイトを占め

ている18.このように､ベトナムでは公開大学は必ずしも通信制を意味するものではない｡

　第4は､南北統一直後の1970年代後半から3年制の短期諜程が大幅に拡充されている19.

短大課程には､独立した短期高等教育機関(以下､短大と略す)と大学内部に設置された

短大課程の2種類がある.2001-2002学年度における短大牒程全体の就学者数は167,476

人でありヽ高等教育就学考総数974,119人の17.2%に逓する｡独立した短大は､200i-2002

学年度にはH4校を数え(うち地方政府が設立したコミュニティ･カレッジ7校､半公立

4校ヽ民立2校を含む)ヽこのうち過半数の64校が師範短大である｡師範短大の多くは地

方各省の人民委員会もしくは教育訓練事務所に属しており､各地域における小学校･中学

校教員の養成を行っている.この他ヽ工業系､実業系､経済系､人文系､農業系など､専

17　1bid｡

1　8　BO　Gi　ao　Duc　Va　Dao　Tao,　Trung　Tam　Thong　Tin　Quan　Ly　Giao　Duyc(2002),ぶ∂Heぴ5卯g恥g/即加c,
ぬ刀洵刀,拗∂勁∂認,碍卯加c勁卯雌血ye刀,刄即ノV諮崩cZ卯7-即賦p｡23,

1　9　B･o　Gi　ao　Duc　Va　Dao　Tao,　Tr･uong　Ta佃Thong　Tjn　Quan　Ly　Giao　Duc　(1　9195),タθ£j即乃卯g鉛?ぶja∂

加c`晦拗θ狗∂7夕好-ノタ凧p,　55,
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門大学や中等職業学校と同様にいくつかの系列に分かれており､主管者は中央省庁や地方

各省などさまざまである｡いずれの短大も就学者数は2,000人前後と規模が小さく､｢大

学･大規模･大都市｣｢短大･小規模･地方｣という構図が存在する｡

　第5は､民立大学･民立短大が都市部を中心に緩やかな増加傾向にある｡民立大学の草

分けであるタンロン大学(Truong　Dai　Hoc　Dan　Lap　Thang　Long)がハノイ市の郊外に設立さ

れたのは1988年のことであった｡しかし当時は半公立学校や民立学校についての法的規定

がなされておらず､数年間はパイロットケースとして扱われ､民立大学として正式認可さ

れたのは､最初の卒業生を送り出した後の1994年のことであった｡今Bでは民立大学16

校､民立短大2校の計18校が存在している｡就学者総数は79,422人で､高等教育就学者

総数の8.2%に相当する｡原則として民立大学に対する政府助成はなく､経営は授業料収

入2oと企業･団体からの寄付金に依存している｡また､学生に対する奨学金も民立大学は

適用外とされているなど､財政面では多くの点で公立大学が優遇されており､民立大学は

慢性的な財源不足に悩まされている2　1｡　民立大学の入学試験は公立大学とは別の日に設定

されており､入学難易度は公立大学ほど高くない22.教師の大部分は国公立大学を本務校

とする非常勤講師であり､常勤教師のほとんどは国公立大学の定年退職者である｡教育プ

ログラムは､経営管理や外国語など就職マーケットに結びつきやすい分野を重視している

点が特微的である｡また､民立大学の経営組織である｢管理委員会｣(Hoi　Dong　Quan　Tr　i　:

日本の理事会に相当)のメンパーの多くは､国公立大学の教官あるいは元教官､あるいは政

府高官で構成され､何らかの形で政府当局とのパイプをもっていることが多い23.

　民立大学の設置認可に関しては､2000年7月に全55条からなる｢民立大学規定｣(Quy　che

Truong　Dai　Hoc　Dan　Lap)が首柑決定により公布された｡これまで教育訓練省の裁量に委ね

られてきた設立条件(第5条)ヽ申請手統きと提出書類(第6柴~第10条)､理事会(hoi　dong

quan　tri:原語では『管理会議｣)の義務と権利(第14条~第23条)､財政管理(第35条

~第44条)などについて明確に規定された24.しかしながら今日でも､社会的評価の低

さヽ政府の非協力ヽ資金不足､貧弱な教育インフラなど､課題は山積している｡

2o民立大学の授業料は､公立大学の2~3倍程度(年間200~300米ドル前後)である｡授業料の上限

は政府によって規制されている｡

21民立大学の支出については､たとえばタンロン大学の支出のうち､教職員給与53%､事務経費5%､
家賃･倫料10%､施設の減価價却費20%という構成であった(1997年12月の聞き取り調査)｡同じくハ

ノイ市内にあるフンドン大学(Truong　Daj　Hoc　Dan　Lap　Phuong　Dong)は､教職員給与および家賃･借料
63%､施設費･教材費8%､学生への奨学金4%､新キャンバス建設への投資Z5%であった(1999年8月

の聞き取り調査)｡教職員給与と家賃･借料で大部分を占めていることが注目される｡近田政博(1999)｢ペ

トナムにおける民立大学の誕生と挑戦｣『教育制度学研究』第6号､253頁｡
22今日のベトナムでは､民立大学は国公立大学受験のいわゆる｢すべり止め｣校として位置づけられて

いる｡

23近田政博(1999)｢空前の大学ブームで顕在化するジレンマ｣『カレッジマネジメントjリクルート､

第99号､50-51頁｡

24　ChinhPhu　Cong　Hoa　xa　Hoj　C力u　Nghia　Viet　N晴(2{}{}o),如y　ae　7Taog　j)aj励c狗n£即.(『民立

大学規定j)
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　このようにドイモイ期には､従来の専門大学に加えて､基幹大学としての国家大学､地

方のマルチ･ディシプリン型総合大学､公開大学､短大､民立大学など､新しい形態の高

等教育機関が数多く設立されたのである｡

2-2　高等教育の拡大と構造変化

　こうした新型の高等教育機関が誕生したことによって､高等教育の量的拡大がどのよう

にもたらされたのであろうか｡図4-4では､ドイモイ開始以後の高等教育セクター(大

学､短大､大学院)と中等職業学校の就学者数の推移をグラフ化したものである｡これに

よれぱ､1980年代半ばから90年代初めまでは両セクターとも10万人台の前半で大きな変

動はない｡南北統-される直前の1974-75学年度における南北両国の高等教育就学者数は､

その2倍近い21万人あまり(北が約5万5千人､南が約16万人)であったことを考えれ

ぱ､南北統一から15年間前後は､むしろ高等教育規模は厳し《抑制されてきたといえよう｡
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図4-4:ドイモイ期における高等教育と中等職業教育の就学者動向
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出典:　1999-2000学年度:Mjnislry　of　EducaHon　and　Tranning,　lop.cit｡8,p,36.なお､大学正規課

程以外の高等教育就学者数は､BO　Giao　Duc　va　Dao　Tao,　Trung　Tam　Thong　Tin　Quan　Ly　Gjao　Duc,　釦£/即

r力仰g加Gj卸加c｡rac　7y即刀g狗丿崩cりCaa鋤雌各学年度のデータから算出した,1995-96学年度

以前については不明｡
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2000-2001学年度のデータ:D出o｡ぬjz,加c即卯-2卯7.p､ぼ

2001-2002学年度のデータ:Di　l　lo,　旭l加cj卯ト却貼p.ぼ

備考:　1990-91学年度の中等職業学校のデータに誤りがあったので､BO　Giao　Duc　va　Dao　Tao,　opべi　L　19,

p｡87.のデータを用いて修正した｡

　ところが､1992年あたりから高等教育は増加傾向を示し､90年代半ばに爆発的に急増

した｡最近10年間では約6倍の量的拡大を遂げており､2002年現在､就学者数はほぽ100

万人に達しようとする勢いである｡図からわかるとおり､このうち正規牒程以外の短期牒

程､社会人諜程､通信課程､聴講生などの傍系コースが常に全体の6割前後を占めており､

これらが高等教育拡大の原動力となったことが考えられる｡

　対照的に､中等職業学校はほぽ一貫して10万人台前半を推移し､2000年になってから

わずかに増加しているだけである｡一般に､社会主義国では労働と密接に結ぴついた職業

教育を重視する傾向にあり､社会主義ベトナムでも建国以来､中等職業教育は産業発展に

不可欠な中級技術者を養成する機関として重視されてきた｡それにもかかわらず､中等職

業学校の量的規模は伸び悩んでいる｡高等教育セクターと中等職業教育セクターのこの対

照性は､教育現場にどのような影響を与えているのだろうか｡

図4-5:ドイモイ期の高等教育と中等職業教育における教師一人あたり学生数
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出典:就学者数データは図4-4と同じ｡教師数データの出典は下記の通り｡

1999-2000学年度以前:Minislry　of　Education　and　Tranning,　(私cit.8,p｡37.

2000-2001学年度:BO　Giao　Duc　va　Dao　Tao､　Trung　Tam　Thong　Tin　Quan　Ly　Giao　Duc,　釦£j朗n郎g加

心a∂加r,Qc　7`nj∂z7g狗/崩r　Fa　Caθ狗肪旭l加r即卯一却碍,p｡15.

2001-2002学年度:Di　l　l　o,　/Va加c2∂∂j-タ卯乙p.14､

　図4-5では高等教育と中等職業教育両セクターにおける､教員一人あたり学生(生徒)

数(以下､PT比)を比較した｡これによれぱ､1990年代初めまでは高等教育セクターの

PT比は6~7人であり､中等職業教育の半数程度という恵まれた状況にあった｡ところが

1990年代初めに両者のPT比は接近し､1993-94学年度に逆転した後は､高等教育のPT比

は急上昇している｡1998年以降は教員の大幅増員によって若干緩和されているが､現在で

も学生約27人に対して1人の教員しか配置されていないという状況である25.これは明

らかに､就学者数の急増に教員の増員が追いつかなかったことを示している｡このため､

今日ほとんどの大学では講義室の収容人数を学生数が上回る状態が日常化しており､授業

のほとんどは大人数講義で占められている｡その結果として､授業出席率の低下､試験の

際のカンニング､替え玉などの頻発が指檎されている｡教員の多《は､こうした教育葉境

の悪化が学力低下につながることを危惧している｡一方､就学者が最近までほとんど増加

しなかった中等職業学校では､PT比はほぽ12~13人の水準を維持していたが､2000年以

後の生徒数増大に伴い､急速に悪化している｡

　それでは､最近10年間における高等教育拡大の実態はどのようになっているのであろ

うか｡図4-6では､1991-92学年度､1996-97学年度､2001-2002学年度と5年おきに､

専門大学､国家大学､地方総合大学､短期高等教育機関､公開大学､民立大学の6つの力

テゴリーに分けて､全体に占める就学者比率と就学者数を示したものである｡

　これによると､全体の就学者数がわずかに増加し始めた1991-92学年度には､高等教育

機関は専門大学､地方総合大学､短期高等教育機関の3種類しか存在しなかった｡国家大

学が設立されたのは1993~1995年のことなので､ここで国家大学として分類されているの

は､国家大学の前身であったいくつかの専門大学の就学者数を合計したものである｡つま

り､この時点では専門大学だけで全体の3分の2近くを占めていたことになる｡

　1996-97学年度になると､すでに国家大学､公開大学､民立大学など､さまざまな形態

の高等教育機関が設立されており､これらが高等教育全体の規模を拡大した結果､専門大

学のシェアは相対的に減少した｡とりわけ2つの国家大学は､大規模化を目指して当局が

25ちなみに､2000年現在の日本の大学･短大における教PT比は18.3人である｡このことからも､ベト

ナムの30人弱という数宇は決して望ましい水準ではない｡しかし､あるベトナム人高等教育研究者によ
れぱ､1980年,代までの計画経済下では､財敗効率を考慮せずに教育行政が行われたために､学生数に比

して教員が過剰に配置されており､学生数の急増によってそれが是正されたー面もあるという｡
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　学生の急増によって国家大学の教育環境が悪化していることを憂慮した教育訓練省は､

1999-2000学年度から両国家大学の師範カレッジを再び専門大学として分離し､それぞれ

ハノイ師範大学､ホーチミン市師範大学とした｡さらに翌2000-2001学年度には､ホーチ

ミン市国家大学から建築､農林､経済､法科､技術師範の各カレッジが分離され､ホーチ

ミン市国家大学本体には､自然科学､社会･人文科学､工科の3カレッジが残されるのみ

となった(工科カレッジは技術カレッジを改称)｡一方､ハノイ国家大学では自然科学､社

会.j人文科学､外国語の3カレッジに加えて､2000-2001学年度から工芸科､経済科､法

26この異常現象を､ホーチミン国家大学の教授陣は､｢世界最大の総合大学がベトナムに誕生した｣と

祁楡した｡実際には前身となった専門大学ごとにキャンパスが分散し､それぞれ従来通りの教育が行われ

ていたために､教員･学生のほとんどは｢国家大学｣イヒされたことの恩恵をほとんど実感できなかった｡

実感したのは,異常なペースで増加する学生数に､大学のインフラが対応できないことによるトラブルであ

った｡｢世界最大の総合大学｣という言葉には､こうした宿嘲妁意味が込められている｡
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2001-2002

出典:1991-92学年度:The　World　Bank　(1997),F畑/刀四j£助caり卯F油朗仙7£p｡22.

1996-97学年度:BO　Giao　Duc　va　Dao　Tao,　Trung　Tam　Thong　Tin　Quan　Ly　Giao　Duc,　S∂£/eび勁卯g加

6:j　a∂加c,ご∂c7`r㈲阿扨1/j㈲cyaC卯狗刀g洵1励ご/タ郊一氾pp,21-25､

2001-2002学年度:Ditto,旭l励c2∂∂7-2∂∂2,pp｡21-26.

備考:1991-92学年度の国家大学と地方総合大学の就学者数には､前身であった各専門大学の就学者数の

合計を用いた｡民立大学は民立短期高等教育機関を含む｡

入学定員を緩和したこともあり､志願者が殺到した｡ホーチミン市国家大学の就学者は

128,333人になり､短期間のうちに極端に肥大化した26.

図4-6:ドイモイ期における高等教育拡大の内訳
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科､師範科という学科(Khoa:　Departmenl)を新設したが､これらは非常に小規模であるた

め､実質的にはりベラルアーツ大学としての性格が強い｡こうして､欧米型の大規模総合

大学を目指して誕生した両国家大学は､わずか数年で旧来の文理型総合大学として縮小さ

れてしまったのである27.

　このため､2001-2002学年度では､縮小された国家大学の量的シェアは大幅に低下し､

分離された旧カレッジが再び専門大学として独立したことによって､専門大学のシェアが

拡大した｡この他､地方総合大学や短大など､地方に存在する高等教育機関のシェアが拡

大している｡また､民立大学のシェアも増加している｡

　これらの特微から､1990年代前半の量的拡大は､国家大学､公開大学､民立大学など多

様な高等教育機関が新設された総量拡大によるものであり､90年代後半の量的拡大は､国

家大学傘下のカレッジの独立化などの理由による専門大学の拡大､および地方総合大学､

短大などの拡大によるところが大きいといえよう｡一貫しているのは､新型大学の設立に

よって高等教育の多様化が進む中においても､依然として専門大学の就学者数が増え続け

ていることであり､全体の40%前後のシェアを確保していることである｡

　それでは､ペトナム高等教育の中核たる専門大学においては､どの分野の就学者増加が

著しいのであろうか｡図4-7では､専門大学の専門分野別の就学者割合を示した｡世銀

報告書(1997)の分類に従って､1991-92､1996-97､2001-2002の各学年度における変化を

観察すると､いずれにおいても､経済･法律系､工業系､師範系で全体の60~80%を占め

ていることがわかる｡民主共和国時代からの工業系と師範系が多い点は今日でも変わって

いないが､経済･法律系の急増は大きな変化であるといえよう｡また､ベトナムは農業国

であるにもかかわらず､農林水産系の専門学校の就学者比はそれほど大きくない｡医薬系

は10年前と比べて就学者数がほぽ横ばい状態のため､全体に占める割合は大き《減少して

いる｡

　こうした動向は､専門分野別のPT比にも大きな影響を与えている｡就学者の増加が著

しい経済･法律系では､PT比は66.6人に達し､授業の大人数化､授業効率の低下は深刻

化している｡統いて､師範系(38.9人)､人文･芸術･語学系(33.5人)､農林水産系(32.8

人)ヽ工業系(28.　9　人)ヽ保健･体育系(9.　3　人)の順であった｡保健･体育系には多《の医

学･薬学系大学が含まれている｡相対的にみて､講義系授業の多い人文･社会科学系では

高《ヽ実験゛臨床授業が多く含まれる理工系では低いという結果が得られた｡最も数値の

高い経済･法律系と最も低い医学･薬学系では､PT比に7.2倍の格差が生じている｡

　このようにヽ最近10年間における高等教育就学者の急増現象は､①短大課程､社会人

27ハノイ国家大学は設立当初から､自然科学､社会･人文科学､外国語､師範の4カレッジしかなく､

実質的には文理型大学に近かった｡専門大学中心主義の伝統が残っているハノイでは､国家大学構想に対

して多くの専門大学は保守的姿勢をとった｡これに対して､ホーチミン市では主な専門大学の前身が旧南

ベトナム時代のサイゴン大学の傘下にあったことから､比較的統合が容易であったといわれている｡
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諜程､通信課程など正規課程以外の拡大､②既存専門大学の再編による国家大学や地方総

合大学の誕生､および公開大学､民立大学などの新設によって､高等教育全体の規模拡大､

③そうした動きにもかかわらず､ベトナムの伝統的高等教育機関である専門大学(特に経

済･法律系､工業系､師範系など)の就学者数が一貫して増加していること､などの特微

を見出すことができる｡
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図4-7:ドイモイ期における専門大学就学者の内訳
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出典:1991-92学年度:The　World　Bank　(1997),幻e/脂･j甜肘aljaj7　F/脂刀cjj?£p｡22.

1996-97学年度:BO　Gilo　Duc　va　Dao　Tao,　Trung　Tam　Thong　Tjn　Quan　Ly　Giao　Duc,　ぶ∂£j郎勁∂刀g　jre

G/a∂加c｡ac7`r皿刀g狗丿励c陥a∂pa刀g冶l崩c/タ弱一釘,pp,　2卜25.

2001-2002学年度:DiHo,ぬl狗cZ卯7-Z卯Z,pp.21-26.

備考:1996-97学年度と2002-2002学年度に｢その他･不明｣があるのは､筆者が分類作業を行う上で､

いずれのカテゴリーにも分類できない高等教育機関があったためである｡それらは､暗号技術学院､国際

関係学院､組合大学などの特殊機関である｡1991-92学年度は世銀の分類による｡また､｢工業｣系は､

第2章の｢工学系｣と｢実業系｣を合計に相当する｡

2-3　高等教育の機能変化

　ドイモイ期における商等教育の変化は､構造面の変化だけではなかった｡機能面におい

てもさまざまな変化が生じていたのである｡

　ドイモイが正式にスタートして間もない1987年夏､ニャチャンで開催された全国犬学
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長会議では､大学教育刷新のための基本方針について議論が行われた｡すなわち､高等教

育の目的としては､国家の要求に対応するだけでな《､個人の学習ニーズを満たすことを

重視すること｡高等教育の財源としては､国家予算だけでなく､企業などの経済団体から

の援助､学習者の投資(授業料)､学校のビジネス活動による収入､国際機関からの援助･

助成など､多角化を図ること｡また､高等教育の実施方法は､国家計画経済システムの一

環としてだけでなく､社会や個人のニーズに応じて行われるべきであること､などの点が

確認された28｡

　高等教育の目的､財源､方法に関わるこれらの基本方針はすみやかに実行に移されるこ

とになった｡1987-88学年度では､従来の授業料無料かつ奨学金支給の正規学生に加えて､

授業料有料の学生枠(以下､完全自費制度)を認めた｡自費学生は､受験者のうち､わず

かの点数で合格ラインに達しなかった者が対象となった29.1980年代には財政難によって

高等教育の量的規模が抑制されたために､志願者の約1割しか大学に進学できなかった3o｡

このため完全自費制度は､国の財政支出を増やすことな《各大学の収入を増やし､国民の

教育ニーズを満たす方法として考案された｡

　この制度が実施されて3年後の1990年には､大学入学考の30%が臼費学生という状況

が生まれた3　1｡　正規学生とは学力水準の異なる彼らには専用のカリキュラムが編成され､

授業時間数は正規学生の3分の2に短縮された｡自費学生は必要･関心のある科目のみを

受講する方式がとられたため､修了時に正規の学位が与えられないか､もしくは正規学生

とは異なる修了証が与えられるという差別的な待遇を受けた｡学生数の増加によって､教

師の授業負担は増大し､基本的な授業担当数は週あたり通常8時間であるのに､実際には

40~50時間も授業する教師もいた｡大学には完全自費制度に対する賛否両論が沸き起こり､

キャンパスは険悪な雰囲気に陥ったという32.こうした状況を憂慮した大学側は､1992

年夏に学長会議を開催し､1992-93学年度から正規の大学における完全自費制度を廃止す

る方針を打ち出した｡その代わり､原則として入学が自由で､経常費を独立採算するシス

テムの公開大学を1993年に新設し､ここを成人高等教育の拠点とした33.

　また正規学生に対する奨学金制度も大きな変更が行われた｡1988学年度からの奨学金シ

ステムはヽ成績に基づいた奨学金と社会･経済状況に基づいた奨学金の二本立てとなった｡

2　8　BO　Giao　Duc　va　Dao　Tao(1997),勁刀g加r陥狗幼Gja約∂j洵盾釦丿絢/Gj即加c吻鋤θ狗∂

ぐ79部-j卯幻;狗,C卸r凹g加p　ya　Oj　7'je/　(Luu　hanh　loi　bo)｡pp｡17ト177.(『教育･訓練における
ドイモイ10年間(1986-1996)の総括と評価:総合報告と詳細(内部資料)』)

29　Thao　x詣nTTan(1998),7加ad∂f印e刀4面行肩卯ぶ戸aj/cj邸丿刀y畑/β紹,Ph｡D,Thesis　at　The
universHy　of　Pennsylvani8.　p｡6.

3o　DiHO｡　p｡91.

31　1bid.　ところが､各大学は自費学生の数を教育訓練省に正碓に報告しなかったため､実際のところは

不明｡自費学生数が正規学生数を上回ったという説もある｡ファン･クアン･サン､デイヴィッド･スロ

ーパー(1998)｢高等教育経費と財政間題｣デイヴィッド･スローパー､レ･タク･カン緯く大塚豊監釈)
｢変革期ベトナムの大学』東價堂､183頁4
3　2　Thao　xuan　Tran｡　op｡cjし29,.pp｡90-99.

33　Di{lo｡p,　7,　　　　　　　　　　1
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成績別奨学金は入学試験の成績とその後の学業成績によって､満額､75%､50%､25%､

無支給の5段階制となった｡社会･経済状況に基づいた奨学金制度では､少数民族､孤児､

障害のある者､経済的に特別に困難な状況に置かれている者に対して､奨学金が支給され

た34.この制度変更は大部分のベトナム人学生(すなわち､特別に成績優秀な者や特別に

生活が困窮している者を除<一般の学生)にとっては､奨学金が削減･廃止され､授業料

が有料化されることを意味した｡授業料は各大学の貴重な収入源となった｡

　また､1994年からは学生ローン制度も始まっている｡1年次の成績が優禿だった者は､

無担保･低金利でローンを受けることができた(ただし､遵帯保証人と地方人民委員会の

承認を必要とする)｡この制度を利用した際は､通常10年以内に返済することが義務づけ

られた｡1994年から1996年までの2年間で約2,400人の学生がこの制度を利用している35.

　単位制度も導入された｡ベトナムの大学では､学年･専門分野ごとの履修科目が必修化

されていたため､一科目でも落第すれば留年に直結し､このため留年率は非常に高かった｡

そこで1987-88学年度からは､学士課程の最初の2年間を｢第1段階｣(Giai　Doan　l　:　す

なわち基礎教育諜程)､残りを｢第2段階｣(Giai　Doan　H　:すなわち専門教育課程)に二

分し､それぞれに必要な単位を定める単位制度を多くの大学が導入した36.4年制大学の

卒業に必要な単位数は210単位､5年制大学(工学)では270単位､6年制大学(医学､

歯学)では320単位と定められ､いずれも基礎教養科目90単位が必須とされた｡専門科目

は､コア科目､主専攻科目､副専攻科目､卒業論文の3種類から構成された37｡さらに1989

年には､国が指定する高等教育の専門分野が細分化されすぎており､教育上の効率が悪い

との反省から､従来の400分野から127分野(34領域)に大幅に削減･統合された38.

　こうした高等教育のスループット(中身)の部分だけでな《､インプット(入学)やア

ウトプット(卒業･就職)の部分でも､大きな制度改革が行われた｡

　従来の大学入試は､教育訓練省が問題作成した後に全国一斉で実施されたが､1988-89

学年度からは各大学が問題を作成するようになり､試験日は大学ごとにいくつかのグルー

プに分けられた｡つまり､入学試験の運営･実施が教育訓練省から各大学に任されること

になった39.このことはヽ受験生にとっては複数の大学を受験できる機会が拡大したこと

34£伺r　6'/aa加r(1998),Nha　xuat　B,an　Chjnh　Tri　Quoc　Gia,　Dieu　77-78,　pp｡52-53.

3　5　Lam　Quang　Thiep(1998),抑助ef釦討a/j卯丿刀Fjむ刄紹(draft　paper),pj3.

36チャン･チ･ダオ､ラム･クアン･チエヽyプ､デイヴィッド･スローパー(1998)｢高等教育の組織と

管理運営』デイヴィッド･スローパー､レ･タク･カン編(大塚豊監訳)､前掲書30､95-96頁｡

37　1単位には､15時間分の講義､あるいは30~45時間の実習･実験､社会人諜程(夜間課程)の場合

は45~90時間が必要とされる｡たとえぱ4年制大学正規牒程の場合､卒業に必要な210単位中､一般教

養科目90単位､専門科目120単位(うち主専攻45単位､副専攻25単位､卒業諭文10単位が必須)とさ
れた｡Lam　Quang　Th　i,ep,op｡cH｡35,p｡8.

38　Tralは､当時のロシアの高等教育は800の専門分野に細分化されており､ベトナムの方が早《改革に

着手していたことを指摘している｡Hoa　Phuong　Tran　(1999),町e/β紹fJe折助er釦ひal/卯a/　1加
7幻eμecり卯θf　Fre刀c力a刀が釦yjeに凶り邸肘es,Ph｡D｡Tlhesjs　al　State　universHy　of　New　York　al

Buffalo,p｡194,227-229.

39チャン･チ･ダオ他､前揚綸文36､98頁｡　　　尚　尚　犬
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を意味し､各大学にとっては問題作成､出願事務､試験実施､採点､合格通知などマネジ

メント業務が増大した反面､各大学の裁量が大幅に認められることとなった｡教育訓練省

の役割は入試のガイドラインを示すのみになり､業務が軽減された｡

　従来のベトヂムにおける大学生の就職は､国家計画委員会の人材配分プランに基づいて

政府機関や政府系企業によって機械的に配分されていたが､1987-88学年度からは卒業生

個人の選択に委ねられることになった4o｡このため､犬学卒業生にとって労働市場の重要

性が増し､市場で需要の大きい学問分野(経営学､語学､情報科学など)が多くの学生を

惹き付けるようになった｡

　このように､ベトナム高等教育の機能面での改革は､1980年代後半に､完全私費制度の

導入(90年代前半に廃止)､授業料の有料化､単位制度の導入､学士課程の二段階制度､

専門分野の再編成､大学入試の個別実施化､就職の自由化など､一連の政策転換が行われ

ている｡これらの改革は､高等教育拡大の際に国家財政の負担を滅らし､大学の自律性を

高める効果があった｡また､機能面の改革が構造面の改革よりも5年ほど早く実施されて

いることが注目される｡

図4-8　:1990年代における高等教育拡大の3要,因

備考:①~③は､作用した順を示す｡

4　o　Tran　HongQuan,卯丿比16,pj肺√例外的に､師範系や農林水産系の賭学校･大学では授業料は無

料であり､―定額の奨学金を受けることができるが､教職や農業技術職への一定期間の就職義務はない｡
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　結論を言えば､90年代半ばからの急激な学生増加は､こうした高等教育の機能･構造面

の諸改革(学生を引っ張る側の要因という意味で､｢プル要因｣)に加え､学生を送り出す

側の諸要因(学生を送り出す側の要因という意味で｢プッシュ要因｣)が複合的に作用した

結果であると考えられる｡これらの関係を図示すると図4-8のようになる｡1980年代後

半に高等教育の機能面の改革が､次に1990年代前半に構造面の改革が､最後に1990年代

半ばからは社会粟境の変化(中等教育就学者数の増加､経済水準の向上による教育投資の

増大など)が､それぞれ相互作用しながら高等教育の量的拡大を剌激したのである｡いず

れを欠いても､国家財政に過重な負担をかけずに今日の量的規模を達成することはできな

かったであろう｡

2-4　高等教育改革の中越比較

　こうしたベトナムの高等教育改革と量的拡大は､『改革開放｣｢社会主渡市場経済化｣の

もとで大規模な高等教育再編が行われている中国と比較するとどんなことが言えるであろ

うか｡中国の高等教育改革は次のように概観できよう｡

　第2傘で触れたように､文革期の中国では高等教育自体が活動を停止してしまい､入学

試験も行われなかった｡このハンデを取り戻すように､80年代前半には高等教育機関の新

規設立が相次ぎ､就学者が急増した｡この動きは80年代後半には抑制されたが､90年代

末からは既存大学の統合･再編によって就学者数は再び急増した｡1980年に675校､114

万人の規模であった｢普通高等教育｣41は､2000年にはI,041校､就学者数556万人の規

模に拡大を遂げた42.大塚豊の表現を借りれぱ､中国高等教育はアメリカ商等教育に次い

で世界第2位の量的規模に達している43.

　中国高等教育は量的拡大だけではなく､1990年代から大規模な再編･統合を行ってきた｡

具体的には､｢共建｣(中央省庁と地方政府の大学共同建設･管理)､｢転制｣(主管官庁の変

更)､｢調整｣(中央省庁から地方政府への大学移管)､｢合併｣(社会主鍍的専門大学を総合

大学化:四川大学､浙江大学､吉林大学の誕生など)､『聯合排学｣(既存大学間の協力･連

携)などのドラスティックな方法が用いられてきた44.1995年から始まった｢211工程｣

　(211プロジェクト)はヽ21世紀に向けて約100校の一流大学を作るために予算を集中投

下する国家戦賂であり､1996~2002年の期間に約184億元(約2,800億円)という臣費が

41中国の高等教育は､全日制の｢普通高等教育｣と､社会人向けに全日制以外にも定時制や通償制など

多様な履修形態を提供するr成人高等教育｣に二分される｡普通高等教育は､本科教育(学士際程)､専

科教育(短期高等教育課程:ベトナムのカオダン(Cao　Dang)に相当)､研究生教育(いわゆる大学俯暉程)
から構成される｡

42苑復傑(2002)｢改革開放峡策と高等教育裁策｣『1卯現代の高等教育J　No｡441,13頁｡

43大塚豊(20{}2)｢市場化の中の中国高等教育丿前掲報告書6､ト2頁｡

44同上､4-5頁｡
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投じられている45.結果的に､このプロジェクトは上記の大学再編･統合に拍車をかける

ことになった｡

　ベトナムと同様にソピエト高等教育モデルを基盤とした中国では､高等教育機関の管理

は教育部(旧国家教育委員会)､他の中央省庁､地方政府のさまざまなレベルによって行わ

れてきた｡しかし90年代の再編によって､1990年時点では三者が所管する比率は､1:

9　:20であったのが､2000年には1　:1.7　:　12.6に変化した46.中央政府のスリム化政策

によって､中央省庁が所管する大学を地方政府に移管する傾向が顕著になっている｡

　さらに中国では､80年代から民営大学(原語は｢民弁大学｣)が爆発的に増加し､2000

年現在1,321校が設立されている(うち､｢専科大学｣として卒業資格を認められているの

は76校)｡在籍者数は148万人を超えている(1999年)47｡民営大学についての法規定に

は､｢民営高等教育機関の設置に関する暫定規定｣(原語は｢民立高等学校設置暫行規定｣､

1993年)､およぴ｢中外協力による学校運営に関する暫行規定｣(原語は｢中外合作弁学暫

行規定｣､1995年)､｢社会諸勢力による学校運営に関する条例｣(原語は｢社会力量弁学柴

例｣､1997年)､などがある48.いわぱ現実が先行して､これを法規が追いかけるようにし

て整俺されたといえる｡近年では､中国人研究者による民営大学研究が盛んになっている

49

　中国高等教育は､その機能面においてもさまざまな改革を行ってきた｡教育法規の整備

については､社会主義国の特微として省令や内規として随時通達する方式をとってきたが､

1990年代に入って｢中華人民共和国教師法｣(1994年可決)､｢中薙人民共和国教育法｣(1995

年可決)5o､｢中華人民共和国高等教育法｣(1998年可決)などの法体系が整備されつつあ

る｡特に｢高等教育法｣は69箇条にわたって､中国高等教育の基本理念と制度について定

めている｡その第30条では､高等教育機関に法人資格を与えることを明記し51､大学運

営における裁量権を従来よりも大幅に拡充していることは注目される｡

　奨学金や授業料､就職伏況に関しても中国では大きな変化があった｡よ《知られている

通り､市場経済化以前は､ベトナムやソ連と同様に､中国でも国家計画委員会が策定する

計画に基づいて学生を募集し､卒業後は指定の職場に｢分配｣する方式をとってきた｡こ

うした場合､授業料は徴収されず､家庭の困窮度に応じて一定の奨学金が支給されていた｡

45大塚豊(2002)｢中国の大学の構造変化｣『I認現代の高等教育J　No｡441,8-9頁｡

46同上､8-9頁｡
47同上､10頁｡

48大塚豊(2002)､前掲報告書6､71-106頁に訳出されている｡法規の日本語訳は同報告書に準じた｡
49たとえば次のような研究がある｡夏立憲(2{)02)『中国における民営大学の発展と敵府の政策』渓,水社､

254頁｡胡建華(1997)｢中国における私立高等教育機開の復興｣『中国研究月報j　593号､28-37頁など｡

50　　｢中華人民共和国教育法｣『北京週報J　1995年､10-16頁｡

51　　｢第三〇条　高等教育檎関は､設立が認可された日より法人の資格を取得する｡高等教育機関の校長
は､高等教育機関の法定代表人となる｡(改行)高等教育檎関は､民事活動申､法に従って民享権を有し､

民事責任を負う｡｣長谷川豊､痢部広參､宵村澄代(199=8)『中華人民共和国高等教育法:訳と解説｣『季刊

教育法JH8号､39頁｡
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　しかし中mでは､従来通りの国家計画によって入学した学生に加えて川980年代半ばか

ら企業からの｢委託養成学生｣や｢店費学生』を受け入れるようになり､その授業料収人

は各大学の自主財源となった｡しかレこれらの学生の学力水準が国家計画による学生よ

りも概して低かったために大学内でさまざまな問題が起こり､政府は1989年に一般の学生

からも授業料を微収する方針に転換した｡1994年にはこうした複線型の在学形態は完全に

一本化され､同時に就職も自由化されるようになった｡奨学金は､家庭の困窮度よりもむ

しろ､学力と政府が指定する重点学問分野､地方に就職が予定される者(教師や農業技術

者など)に優先的に配分されるようになった｡今日では､一般の学生には奨学金の代わり

に学生ローンの機会が与えられている52.こうした趨勢の中で､中国では就職に有利な学

問分野に学生の人気が集まり､同時に授業料や生活費の高騰によって､家計を圧迫してい

る53.

　中国の高等教育カリキュラムは次第に弾力化される方向にある｡中国では､ソピエトの

影響を受けて1952年に作られた『普通高等教育機関本科設贋専攻目録｣(原語は｢普通高

等学校本科専業目録｣)が､専門分野､専攻､専攻種類の3段階にわたって厳密に規定して

きた｡これらは1993年の改訂によって専門分野､学科､専攻からなる新しい3段階制度に

変わり､専攻の数は913から504に削減された｡1998年の改訂ではさらに5{}4から248に

削減され､学問の細分化に歯止めをかけられることになった｡この他､黄福涛によれぱ､

中国全土の大学では総授業時間や必修科目の数を減らして､選択科目､主専攻･副専攻制

度などを増やす傾向にあるという54｡

　また､中国の留学生派遣先は､1980年代いらい欧米先進国が主流となっている｡UNESCO

タ隠ノハ肖ra/狗ar如政(『ユネスコ統計年鑑』)1998年版をみると､中国人留学生の最大受

け入れ国はアメリカ(72,315人)であり､次いで日本(24,911人)､イギリス(5,496人)､

ドイツ(5,425人)､カナダ(3,241人)､オーストラリア(2,657人)の順となっている｡

1950年代の中ソ蜜月時代に多くの留学生を派遺したロシアやウクライナは､それぞれ146

人ヽ214人を送り出しているにすぎない55.市場経済化する以前は､留学生は原則として

中国側あるいは受け入れ国いずれかの国費によって賄われる公費留学生であったが､今日

では私費留学も珍しくなくなっている.一方ヽペトナムでは欧米先進国への留学は1990

年代に入ってから急増している｡これについては後で述べる｡

52本間政雄･高橋誠(2000)『賭外国の教育改革一世界の教育潮流を胱む』ぎょうせい､における中国の

章(石井光夫が担当)242-243頁｡

53　『IDE現代の高等教育JN0.441(2002年8月号)は｢変貌する中国の高等教育｣と称する特集を組ん

でいるが､その中で多《の中国人研究者が家計における教育費の負担が深刻であることを指摘している｡

袁連生によれば､2000年における大学生―人あたりの学費は3,550元であり､農村佳民の家庭年収の37%
になる｡これに宿舎費や生活費を含めた総費用は8,000元に達し､農村住民の80%､全国民の65%は負

担が不可能な水準であるという｡袁遵生(黄梅英訳)(2002)｢高等教育の大衆化と機会均等性｣齢掲雑鉢､
25頁｡

54貧禍涛(Z002)｢大学カリキュラムの日中比較｣前掲雑誌､5ト56頁｡
5　5　UNESCO｡　仙山μjca/跨j/加政丿夕凧p｡3-409.
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表4-1:高等教育改革の中越比較

| 中国 ベトナム

量的拡大 ･1980年代から急増

,041校､就学者556万人(2000年)

･1990年代に急増

198校､就学者97万人(2001年)

再編方法 ･｢共建｣｢転制｣｢調整｣｢合併｣｢聯合

学｣

専門大学の総合大学化

･国家大学､地方総合大学､公開大学､短

高等教育機関の設立

専門大学の総合大学化

主管官庁 ･中心的な大学は教育部が主管

中央省庁主管の大学を地方へ移管

･新型大学は教育訓練省が主管

専門大学や短期高等教育機関は他省庁お

び地方政府が主管

民営大学 ･正式名称は民弁大学

980年代から急増

1.321校､就学者148,万人(2000年)

｢民立高等学校設置暫行規定｣(93年)

･正式名称は民立大学

･1990年代に急増

･18校､就学者79,422人(2001年)

･｢民立大学規定｣(2000年)

高等教育法規 ･教育法　　(1995年)

商等教育法(1998年)

･教育法　(1998年)

教育法が高等教育を詳細に規定

奨学金･授業料 り980年代半ばから自費学生受け入れ

989年から授業料徴収が制度化

奨学金は家計よりも学業成績重視

･1987-88学年度から自費学生受け入れ

1988学年度から授業料徴収が制度化

･奨学金は家計よりも学業成績重視

教育費の家計負担 ･深刻化している ･増大しつつある

大学生の就職 ･1989年から自由化 ･1987-88学年度から自由化

カリキュラム ･専攻数を削減(913→504,5豺→248)

弾力化する方向､選択科目の増加

･専攻数を削減(400→127)

･弾力化する方向､選択科目の増加

留学生の派遣先 ･80年代から欧米先進国(米､日など)

シフト

･90年代から欧米先進国ヘシフト

出典:中国のデータは注4Z~54参照｡

　こうした中国の高等教育改革･変化をベトナムのそれと共時比較したのが表4-1であ

る｡ここからわかるとおり､両･の高等教育改革の方向性は基本的には―致しており､各

項目においても類似点が非常に多い｡これは､両国ともに1950年代にソピエト高等教育モ
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デルを導入して社会主義高等教育システムを構築し､80年代からの市場経済化に対応した

高等教育改革が進行中であるという点で､共通の歴史を有しているからであろう｡いわば､

出発点が同じで､現在の方向性も同様であるから､改革内容に共通性が多いのは当然の結

果といえるかもしれない｡

　実際のところ､高等教育改革において両国に共通する項目は､量的拡大､規制緩和､地

方分権､専門大学の総合大学化(マルチ･ディシプリン化)､民営セクターの認可､法体系

の整備､高等教育経費の受益者負担化､大卒者の就職自由化､カリキュラムの弾力化など､

数多く存在する｡あえて言えば､中国では構造面での変化､機能面での変化､就学者数の

拡大は1980年代に起きているが､ベトナムではまず機能面の変化が1980年代後半にみら

れ､やや遅れて1990年代前半に構造面の再編や就学者数の拡大現象が起きている｡法体系

の整備なども中国よりも数年遅れて整備されている56.このことはベトナムの改革開放路

線が中国に約10年遅れて始まったことに起因していると考えられる｡

　就学率の上昇とともに高等教育の役割と性質が変化していくことに注目したM｡トロウ

のエリート(15%以下)､マス(15~50%)､ユニバーサル(50%以上)3段階説に基づ《

ならぱ57､ともに高等教育就学率が10%を突破した(あらゆる牒程を含む)ぱかりの中国

とベトナムは､エリート段階からマス段階への移行期にあるといえるだろう｡計画経済時

代のエリート養成機関であった両国の大学は､今では個人のキャリア形成･自己実現の場

となっている｡

第3節　高等教育の｢市場化｣が意味するもの

3-1　ソビエト高等教育モデルの影響力低下

　これまでみてきたドイモイ体制下でのベトナム高等教育の動向は､これまで支配的であ

った｢ソピエト教育モデル｣5　8　の影饗力にどのように作用したのであろうか｡結論を先に

言えぱ､ソビエト教育モデルの影響が低下したと思われる部分と､依然として影響力が維

持されている部分の両方が存在する｡表4-2にまとめてみた｡

56中国教育法は中国公教育の理念と制度を示すことに主眼が置かれ､詳細については教育段階別の法

律･法令が補足する仕組みになっている｡これに対して､中国に3年遅れて制定されたベトナム教育法で

は､その基本枠組みは中国教育法に著しく類似している―方で､教育段階別の内容が中国教育法よりもよ

り具体的に記されている｡条項の数も､中国教育法84箇条に対して､ベトナム教育法は110健条と多い｡

これは､ペトナム教育法が中国教育法を参考にしつつも､教育システム全体を網羅した法体系として制作

されたためであると考えられる｡近田政博(2000)｢ベトナム教育法の構造と特質一中国教育法との比較を

手がかりに-｣日本比較教育学会第36回大会発表資料｡

57　M｡トロウ(1976)(天野郁夫･喜多村和之訳)r高学歴社会の大学-エリートからマスヘJ東京大学出

版会､全204頁｡(原著の初版は1974年)

り今日のベトナム高等教育を諭じる際にも｢旧ソピエト｣と言わずに､これまで週り『ソピエトモデルJ

と称する｡｢ソピエト｣は1種類レか存在しないので､｢旧｣をつける必要がないからである｡これに対し､

庸北統一後の南ベトナム地域を諭じる際に旧体制(サイゴン政権)を指す場合は.､｢旧甫ベトナム地域｣
とする｡単にづ｢南ベトナム｣と呼ぶ場合､地理的区分としての甫部ベトナムと混同しやすいからである｡
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　これによると､ソビエト高等教育モデルの影響力低下は､今日のベトナム高等教育が国

家丸抱え方式から受益者負担方式へと徐々に移行しつつある点に現れている｡具体的には､

授業料の有料化､奨学金の限定化､就職の自由化などの政策転換は､国家の財政負担をで

きるだけ抑えることに主眼が置かれている｡その一方で､個人の教育･就職ニーズについ

ては､個人の責任と能力においてこれを満たす自由を認めるという方針へと移行しつつあ

る｡就職については､師範系や農林水産系など､卒業後に地方勤務の可能性が高い分野で

は奨学金支給のインセンティヴを設けているが､一般学生の就職はほぽ完全に市場に委ね

られている｡この政策転換によって､国は大学卒業生を政府機関や国営企業に過剰に抱え

込む必要性がなくなり､公共部門のスリム化を図ることが可能となった｡

表4-2:高等教育の｢市場化｣がソビエト教育モデルの影響力に及ぽす作用

機能面 構造面

ソビエトモデル

影響力が低下

ていると思わ

る部分

･個人の学習ニーズを満たすというコン

プト

入学と就職の自由化･市場化

･授業料の有料化

大学財源の多角化

･単位制の導入

外国語科目としての英語の需要拡大(口

ア語の人気低下)

ビジネスに有利な学問の需要拡大(ハ

ドサイエンスの人気低下)

欧米先達司への留学増加

･民立大学の認可と増加

･専門大学の統合による国家大学､地方

合大学の設立

ソビエトモデル

影響力が維持

れていると思

れる部分

･政治･思想教育の必修制

･社会的マイノリティヘの就学奨励政策

奨学金支給など)

･専門大学の社会的威信の高さ

専門大学の就学者拡大

成人高等教育機関(公開大学)の設立

多くの省庁による大学管理

国家大学の再編

･教育活動と研究活動の分離

　また､高等教育機関の教育･選抜機能に注目すると､教育訓練省から各大学に権限が移

譲されるにつれてレ高等教育ぺのアクセス方法およが教育内容が多様化されつつある｡レ具

体的には､全国統‐入試から各大学単位の入試に変更されたことにより､学生募集におけ
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る各大学の裁量が増大したこと､学生にとっては複数受験が可能となったことなどが挙げ

られる｡また､単位制が多くの大学で導入されたことにより､教育内容が弾力化され､大

学ごとに創意工夫したカリキュラムづくりを行うことが可能となった｡財政面では､各大

学は授業料収入と各種ビジネスの収入を自主財源として活用することが可能となり59､こ

れにより独自の教育･研究活動を展開することができるようになった｡中央政府から各大

学へのこうした権限移譲は､中央計画経済に立脚するソビエト教育モデルではなし得なか

ったことである｡

　この他､外国語科目としての英語需要の拡大6o､ピジネスに有利な経営学､外国語学､

コンピュータなどの分野の需要拡大などは､高等教育需要が労働マーケットにリンクする

ようになったことの帰結であろう｡さらに､構造面における国家大学や地方総合大学のよ

うなマルチ･ディシプリン型の大規模大学の設立､民立大学の設置認可などは､旧南ベト

ナムの高等教育システムに回帰するかのようにみえる｡旧南ベトナムの高等教育が市場経

済体制と密接に結びついたアメリカ高等教育の影響を受けていたことを考えれぱ､これと

ドイモイ体制下の高等教育動向の間に共通点がみられるのは不思議ではない｡

　また､ソ遵邦や東欧諸国の瓦解によって､ペトナム人留学生の送り出しは1990年代に

は西側先進国へとシフトしている｡1987年から1997年までのH年間において､ベトナム

人留学生の送り出し先は､ソ連邦および東欧諸国53.3%､西ヨーロッパ30.6%､オースト

ラリアとニュージーランド6.8%､アジア諸国6.7%､北米0.9%､その他o｡6%となって

いる61.ドイモイ以前と比べて､西側先進国およびアジア諸国への送り出しが増加してい

ることが注目される｡また､1998年のUNESC0　5'aり封允a7抒a助卯kによれぱ､ベトナム

人留学生の送り出し先(データは受け入れ国によって具なる)は､表4-3のようになっ

ている62｡

　これによると､冷戦時代からペトナム人留学生を受け入れてきたドイツ(旧東ドイツの

データが統合されている)ヽロシア､ウクライナ､ポーランドなどへの送り出しが堅調であ

59今日のベトナムの大学収入は､政府からの交付金､授業料収入､サーピス･企業活動による収入､賭

外国や国際機関からの援助や共同プロジェクト予算などによって構成される｡大学のサーピス･企業活動

については､教育法第54条､､第88条によって規定されている｡加ar　G/aθ加c(1998),op｡cに34,Dieu
54(pp｡39-40)｡Dieu　88　(pp｡58-59).

ol日東側陣営からの経済援助が減少し､アジア諸国や西側先進国からの投資が拡大するにつれて､英語

学習の重要性が認識されるようになってきている｡ドイモイ当初のベトナム政府はまだロシア語学習を奨

励していたが､まもな《ロシア語の受講希望者は激減し､'政府は外国語教育の転換を余儀なくされた｡こ

のテーマについては､次の論文に詳しい｡Thjnh　Huy　Do(1996),杓fej卯£顛卯a卯£心cal/,j7　/)θ/jcタ/j7

1/jれj7aj勁e恥9eな即ceθf励g//助那dμぶ/即acl卯別助ぴ£而cむ/鴎Ph｡D｡Thesisat　universi　ly
of　So釧hern　Calj　fornia,　pp,　32-48,

6　1　Lam　Quang　Th　i　ep,　op｡cに35,pp｡16-17.1980年代後半には年間2千人前後の留学生が送り出され

たが､1992年には588人まで落ち込んでいる｡ソ連･東欧賭国の敢治変動が大きく起因していると思わ

れる｡ベトナムとアメリカとの国交正常化は】995年であったので､アメリカヘの留学生送り出しは緒に
就いたばかりで､まだ少ない｡関係が悪化していた中国とは､1991年に国交が正常化し､再ぴ留学生の

送り出しが活発化している｡上
62 UNESC0,54fねj/a/ye訂如政刀卯系p｡3-414.
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る一方で､フランス､アメリカヘノルウェイ､日本､オーストラリア､オランダなどの西

側諸国への送り出しも多いことがわかる｡つまり､1990年代前半から半ばにかけては､ベ

トナム人留学生のホスト国としては､旧東側諸国と西側先進国が並存していたといえよう｡

2002年現在では､欧米諸国への留学割合がさらに大きくなっていることが推測される｡全

体としては､近隣のアジア諸国(中国､台湾､韓国､シンガポールなど)への留学はいま

だ少な《､欧米､特に英語圈諸国の人気が高い｡近年では経済水準の向上によって都市富

裕層の私費留学も始まっており､彼らの間では英語圈先進国(アメリカ､カナダ､オース

トラリア､イギリス､オランダ､シンガポールなど)への留学人気が高くなっている｡

表4-3　:ベトナム人留学生の受け入れ国

受け入れ国 受け入れ人数 データの年度

①ドイツ 1,614人 1995/96

②フランス |,054人 1993/94

③アメリカ 922人 1995/96

④ノルウェイ 550人 1995/96

⑤ロシア 395人 1994/95

⑥ウクライナ 269人 1994/95

⑦日本 179人 1994/95

⑧ポーランド 144人 1994/95

⑨オーストラリア 138人 1993

⑩オランダ 90人 1992/93

出典:UNESC0,ざraf行1允a/　ye訂加d/卯&,p｡3-414.

ゴチック体は旧東側賭国(ドイツを含む)を示す｡

3-2　市場化への試行錯誤

　一方では､ソピエト教育モデルの影饗力が維持されている部分も多く存在している｡機

能面においては､政治･思想教育の必修制､成人高等教育の奨励､社会的マイノリティに

対する就学奨励政策などがある｡これらは民主共和国以来の基本方針であり､今日では一

屠強化されている｡また､専門大学中心主義とその高い社会的威信､多くの省庁による大

学管理63､教育活動と研究活動の分離など､社会主義高等教育システムの基本的枠組みは

63たとえぱ2{}OI-200Z学年度現在､ハノイ財政･会計大学は財務省､ハノイ法科大学は司法省､航海,大

学やホーチミン市交通運輪大学は交通運輪省､ハノイ建集大学は建設省､林業大学や水利大学は農業･農
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ほとんど変わっていないのである｡

　表4-4では､今日のベトナム高等教育機関の一覧を示した64.2001-2002学年度現在､

全国に198校存在する高等教育機関のうち､大学が77校､短期高等教育機関が114校､そ

れ以外の機関が7校となっている｡このうち､大学は全体の約7割にあたる54校が二大都

市であるハノイとホーチミン市に集中している(図4-9)｡とりわけハノイには専門大学

が28校(全国の専門大学47校の約6割)存在している｡ハノイの倍以上の人口を擁する

ホーチミン市には専門大学はII校しかないことを考えれぱ､ハノイに専門大学が集中して

いることがみてとれる｡専門大学は地方都市には少なく､各地域には地方総合大学が置か

れ､学術の拠点となっている｡主管する官庁についていえば､国家大学､地方総合大学､

民立大学､公開大学などの新型大学はすべて教育訓練省の監督下にあるが､一部の専門大

学や短大の多くは他の中央省庁および地方政府の管轄下にある｡おしなべて言えぱ､教育

訓練省が監督する大学は大規模校に多く､小規模校になるほど他の政府機関の傘下にある

大学が多くなっている｡

　3年制の短期高等教育機関(カオダン:Cao　Dang､短大と略す)は､全114校中､83校

　(73%)が二大都市以外に設置されており､大学とは対照的に地方に分散して設置されて

いる｡また､短大の64校(全体の56%)は就学前教育や小中学校の教師を養成するため

の師範短大であり､ほとんどの場合､地方各省の人民委員会あるいは教育訓練事務所が主

管している｡このように､二大都市には専門大学､国家大学､公開大学､民立大学などが

集中する一方で､地方都市および農村部は地方総合大学と短大(多くは師範系)が学術的

中心となっているという対比がみられるのである｡高等教育機関のこうした多種並存状況

は､専門大学と短大しか存在しなかったドイモイ以前とは大きく様相が異なっている｡

　ドイモイ体制下の高等教育におけるこうした多様化のプロセス(教育コストの受益考負

担､国から大学への権限移譲､高等教育と就職市場の密接化など)を社会主義高等教育の

　｢市場化｣(MarkeHzation)､その教育システムを｢市場指向型高等教育｣(Markel-oriented

Higher　EducaHon)として位置づけるならぱ､現在の状況は､従来のソビエト高等教育シス

テムと市場指向型高等教育が桔抗･並存している状態である｡表4-2が示している通り､

高等教育の機能面においては､政治･思想教育などを除けぱ大部分が｢市場化｣されてい

るが､構造面では国家大学､地方総合大学､民立大学など市場経済対応の新型大学と､首

都ハノイを中心に民主共和国時代以来の威信を誇る専門大学が並存する状態が統いている

のである｡機能面に比べて構造面の市場化対応が遅れているのは､既存大学の統廃合など

村開発省､医薬系大学のすべてが厚生省､文化･芸術系大学のすべてが文化情報省の管轄下に置かれてい

る｡専門大学50校のうち､教育訓練省の傘下にあるのは20校(40%)にすぎない｡―方､国家大学､地

方総合大学､民立大学､公開大学などの斬型大学はすべて教育訓練省傘下にあり､専門大学とは対照的で

ある｡

6　4　BO　Gj　ao　Duc　Va　Dao　Ta0,　ac行卸硲拗/加c晦Q幻)顛g均扉励cj卯7″即貼op,　cil｡7,pp,　15-20.
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構造面の政策転換が､人事問題に直結するため難しいからだと言われている65.

　国家大学がいったんはマルチ･ディシプリン型総合大学を目指したのは､専門大学シス

テムの非効率性や閉鎖性に対する反省意識が政府･大学の幹部に共有されていたからであ

る｡それにもかかわらず､1990年代末から師範カレッジをはじめ､いくつかのカレッジを

傘下から分離され､両国家大学はかつてのソビエト型の文理型大学に戻りつつある｡この

ように､現在のベトナム高等教育は､伝統ある社会主義高等教育と市場指向型の高等教育

の間で試行錯誤を繰り返していると言わざるを得ない｡なぜ､このような状態が続いてい

るのであろうか｡

　その理由について､ペトナム高等教育研究の第一人者である人的資本研究院のファム･

タイン･ギ副院長は次のように述べている66.第一に､高等教育だけでなく現在の行政シ

ステム自体が社会主義堅持と市場経済化の間で試行錯誤を続けており､高等教育もその一

部なのである｡第二に､今日では､依存可能な単一の外国教育モデルが存在せず､ベトナ

ム人自身の手で新しい高等教育像を模索しなけれぱならないからである｡このことはペト

ナムにとって容易ではない｡なぜなら､いつの時代も政治的事情により､特定国の教育シ

ステムを丸ごと導入せざるをえなかったベトナムにとって､その自由選択(ウィンドウ･

ショッピング)はまった《初めての経験だからである｡

65ベトナムの公務員･国立大学教官は､給料は低いがきわめて安定的な職業であるとみなされている｡

ドイモイ体制下の今日でも､汚職など特別のケースは例外として､能力が低いことを理由に解雇されるこ
とはまずありえない｡ベトナムの人事異動は､本人との合意のもとに行われるのが通例である｡

H　2002年7月21日､氏の自宅にてインタピュー｡
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大学

表4-4:現代ベトナムの高等教育機関(2001-2002学年度)

大学名 種別 所在地 就学者数 教員数 主管官庁

1 ホーチミン市国家大学 国家大学 ホーチミン市 58,059 1,280 教育訓練省

2 ホーチミン市経済大学 専門大学 ホーチミン市 43,893 421 教育訓練省

3 ハノイ国家大学 国家大学 ハノイ市 42,388 1,350 教育訓練省

4 ハノイエ科大学 専門大学 ハノイ市 40,678 I｡103 教育訓練省

5 ダナン大学 地方総合大学 ダナン市 33,668 877 教育訓練省

6 カントー大学 地方総合大学 カントー市 30,862 793 教育訓練省

7 国民経済大学 専門大学 ハノイ市 30.615 427 教育訓練省

8 フエ大学 地方総合大学 フエ市 27,927 1.084 教育訓練省

9 ハノイ公開大学 公開大学 ハノイ市 26,330 8糾 教育訓練省

10 ハノイ師範大学 専門大学 ハノイ市 23,041 662 教育訓練省

11 ターイグエン大学 地方総合大学 ターイグエン市 21,073 898 教育訓練雀

12 ホーチミン市技術師範大学 専門大学 ホーチミン市 1?,9310 326 教育訓練省

13 商科大学 専門大学 ハノイ市 17,921 260 教育訓練省

14 交通運輸大学 専門大学 ハノイ市 17,609 463 教育訓練省

15 ハノイ外国語大学 専門大学 ハノイ市 15,616 207 教育訓練省

16 ハノイ財政･会計大学 専門大学 ハノイ市 15,437 329 財務省

17 水産大学 専門大学 ニャチャン市 15,371 218 教育訓練省

18 ホーチミン市師範大学 専門大学 ホーチミン市 15,042 396 教育訓練省

19 ハノイ法科大学 専門大学 ハノイ市 14,517 239 司法省

20 ヴィン大学 地方総合大学 ヴィン市 13,991 370 教育訓練省

21 土木大学 専門大学 ハノイ市 13,167 535 教育訓練省

22 ダラット大学 地方総合大学 ダラット市 13,026 138 教育訓練省

23 第一農業大学 専門大学 ハノイ市 12,405 471 教育訓練省

24 貿易大学 専門大学 ハノイ市 11,387 183 教育訓練省

25 クイニョン師範大学 専門大学 クイニョン市 11,106 214 教育訓練省

26 ホーチミン市公開大学 公開大学 ホーチミン市 11.059 455 教育訓練省

27 航海大学 専門大学 ハイフォン市 10,927 501 交通運輸省

28 銀行学院 専門大学 ハノイ市 10,841 366 国家銀行

29 ホーチミン市法科大学 専門大学 ホーチミン市 10,735 108 教育訓練省

30 ホーチミン市農林大学 専門大学 ホーチミン市 8,955 373 教育訓練省

31 鉱山･地質大学 専門大学 ハノイ市 8,666 403 教育訓練省
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32 ハノイ建築大学 専門大学 ハノイ市 8.197 296 建設省

33 民立ホーチミン市技術工芸大学 民立大学 ホーチミン市 8j48 104 教育訓練省

34 民立ホンバン大学 民立大学 ホーチミン市 7,012 291 教育訓練省

3S 民立ヴァンラン大学 民立大学 ホーチミン市 6,866 467 教育訓練省

36 水利大学 専門大学 ハノイ市 6.481 269 農業･農村開発省

37 ハイフォン師範大学 専門大学 ハイフォン市 6,455 233 ハイフォン市人民委員会

38 民立フンドン大学 民立大学 ハノイ市 6jlo 375 教育訓練省

39 トンドゥックタンエ芸大学 民立大学 ホーチミン市 5.835 270 教育訓練省

40 ホンドウック大学 地方総合大学 タインホア市 5,712 532 タインホア省人民委員会

41 ハノイ第二師範大学 専門大学 ハノイ市 5,489 202 教育訓練省

42 民立ラックホン大学 民立大学 ビエンホア市 5j45 160 教育訓練省

43 民立ハノイ経営管理大学 民立大学 ハノイ市 5j77 318 教育訓練省

44 民立デュイタン大学 民立大学 ダナン市 5j57 177 教育訓練省

45 民立外国語･情報大学 民立大学 ホーチミン市 5,H2 265 教育訓練省

46 民立ハイフォン大学 民立大学 ハイフォン市 4,982 306 教育訓練省

47 ホーチミン市医薬科大学 専門大学 ホーチミン市 4,965 587 厚生省

48 ホーチミン市交通運輸大学 専門大学 ホーチミン市 4,637 174 交通運輸省

49 労働組合大学 専門大学 ハノイ市 4,587 71 ベトナム労働総連合会

50 ハノイ文化大学 専門大学 ハノイ市 4,522 104 文化情報省

51 タイグエン大学 地方総合大学 パンメトート市 4,302 260 教育訓練省

52 アンザン大学 地方総合大学 ロンスエン市 4,090 178 アンザン省人民委員会

53 民立ホーチミン市工芸短大 民立大学 ホーチミン市 3,978 161 教育訓練省

54 林業大学 専門大学 ハタイ省 3,964 179 農業･農村開発雀

55 ホーチミン市建築大学 専門大学 ホーチミン市 3,891 151 教育訓練省

56 民立フンヴオン大学 民立大学 ホーチミン市 3,152 184 教育訓練省

57 郵便電信工業学院 専門大学 ハノイ市 3,009 255 郵便電信公社

58 民立タンロン大学 民立大学 ハノイ市 2,940 204 教育訓練省

59 第一体育大学 専門大学 バックニン市 2,816 130 スポーツ･体育委員会

60 民立クーロン大学 民立大学 ヴィンロン市 2,455 59 教育訓練省

61 民立ピンズオン大学 民立大学 トゥーザウモッ

　　ト市

2.439 104 教育訓練省

62 ハノイ医科大学 専門大学 ハノイ市 2,259 395 厚生省

63 第二体育大学ホーチミン校 専門大学 ホーチミン市 2,012 35 スポーツ･体育委員会

64 タイバック大学 地方総合大学 ソンラー省 1,817 131 教育訓練省
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|･ ターイビン医科大学 専門大学 ターイビン市 l｡625 244 厚生省

ト 工業美術大学 専門大学 ハノイ市 l,447 114 教育訓練省

67 国際関係学院 専門大学 ハノイ市 l,179 42 外務省

68 ハノイ薬科大学 専門大学 ハノイ市 l,042 132 厚生省

69 ハイフォン医科大学 専門大学 ハイフォン市 l,029 117 厚生省

70 ハノイ舞台映画大学 専門大学 ハノイ市 986 80 文化情報省

ト ホーチミン市美術大学 専門大学 ホーチミン市 636 54 文化情報省

72 ハノイ音楽院 専門大学 ハノイ市 474 132 文化情報省

73 暗号技術学院 専門大学 ハノイ市 391 118 政府官房

74 ハノイ美術大学 専門大学 ハノイ市 364 41 文化情報省

75 ホーチミン市音楽院 専門大学 ホーチミン市 333 66 文化情報省

76 公衆衛生大学 専門大学 ハノイ市 0 59 厚生省

77 民立ドンドー大学 民立大学 ハノイ市 不明 不明 教育訓練省
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短期高等教育機関(短大)

大学名 所在地 就学者数 教員数 主管官庁

l ハノイエ支短大 ハノイ市 8.075 294 工業省

2 第四工業短大 ホーチミン市 7.034 538 工業省

3 対外経済短大 ホーチミン市 4.208 63 商務省

4 民立ホーチミン市技術短大 ホーチミン市 3.978 161 教育訓練省

5 交通運輸短大 ハノイ市 3,852 243 交通運輸省

6 マーケティング半公立短大 ホーチミン市 3,428 30 政府物価委員会

7 第一工業技術経済短大 ハノイ市 3,280 195 工業省

8 バックリエウ師範短大 バックリエウ市 3,211 93 バックリエウ省人民委員会

9 ゲアン師範短大 ヴィン市 3,013 280 ゲアン省教育訓練事務所

10 経営管理半公立短大 フンイェン省 2,992 H5 政府物価委員会

11 工芸･経営管理半公立短大 ホーチミン市 2,954 38 ホーチミン市輸出加工区管理委

12 第一技術師範短大 フンイェン省 2,949 114 教育訓練省

13 社会労働短大 ハノイ市 2,939 79 労働･傷病兵･社会省

14 ハノイ師範短大 ハノイ市 2.865 180 ハノイ市人民委員会

15 ドンナイ師範短大 ピエンホア市 2.701 148 ドンナイ省教育訓練事務所

16 ダラット師範短大 ダラット市 2,671 103 ラムドン省教育訓練事務所

】7 カントー師範短大 カントー市 2.663 96 カントー省教育訓練事務所

18 ヴィン技術師範短大 ヴィン市 2,588 117 労働･傷病兵･社会省

19 ホーチミン市師範短大 ホーチミン市 2,510 374 ホーチミン市教育訓練事務所

20 トウェンクアン師範短大 トウェンクアン省 2,424 94 トウェンクアン省教育訓練事務所

21 ナムディン技術師範短大 ナムディン市 2,372 80 労働･傷病兵･社会省

22 バックザン師範短大 パックザン省 2,347 131 バックザン省教育訓練事務所

23 第一保育短大 ハノイ市 2,317 77 教育訓練省

24 ロンアン師範短大 タンアン市 2,278 94 ロンアン省教育訓練事務所

25 ホーチミン市文化短大 ホーチミン市 2,274 49 文化情報省

26 ハタイ師範短大 ハタイ省 2.228 109 ハタイ省教育訓練事務所

27 ドンタップ師範短大 カオライン市 2,208 136 ドンタッブ省教育訓練事務所

28 物質化学短大 フートー省 2,171 99 工業省

54 教育訓練省29 第三保育短大 ホーチミン市 2,131

30 ダクラック師範短大 パンメトート市 2,098 120 ダクラック省教育訓練事務所

,31 ティエンザン師範短大 ミートー市 2,088 119 ティエンザン省教育訓練事務所
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32 ティエンザン共同短大 ティエンザン省 1､854 48 ティエンザン省人民委員会

33 ゾックチャン師範短大 ソックチャン省 1,844 56 ソックチャン省人民委員会

34 ハティン師範短大 ハティン市 1,673 87 ハティン省教育訓練事務所

35 クアンナム師範短大 タムキー市 1,622 45 クアンナム省人民委員会

36 ターイビン師範短大 ターイビン市 I,6H 143 ターイビン省教育訓練事務所

37 クアンガイ共同短大 クアンガイ市 1.537 86 クアンガイ省人民委員会

38 崩業技術経済短大 ハタイ省 1,524 61 商務省

39 キエンザン師範短大 キエンザン省 1,506 69 キエンザン省人民委員会

40 書画師範短大 ハノイ市 I,462 83 教育訓練省

40 第一体育師範短大 ハタイ省 1,433 55 教育訓練省

42 第二体育師範短大 ホーチミン市 |,425 49 教育訓練省

43 ビンディン師範短大 クイニョン市 1,391 61 ビンディン省人民委員会

44 ハタイ技術短大 ハタイ省 1,369 71 農業･藤村開発省

45 第二保育短大 ニャチャン市 I,316 65 教育訓練省

46 民立ホーチミン市技術情報短大 ホーチミン市 1,312 60 ホーチミン市(詳細不明)

47 チャーヴィン師範短大 チャーヴィン市 1.305 55 チャーヴィン省人民委員套

48 ランソン師範短大 ランソン市 1,253 H8 ランソン省教育訓練事務所

49 ナムディン衛生短大 ナムディン市 I,231 161 厚生省

50 フーイエン師範短大 トゥイホア市 1,217 91 フーイエン省教育訓練事務所

51 ターイグエン師範短大 ターイグエン市 1,198 119 ターイグエン省教育訓練事務所

52 ビンズオン師範短大 トゥーザウモット市 1,164 93 ピンズオン省教育訓練事務所

53 ジャーライ師範短大 プレイク市 lj43 H7 ジヤーライ省教育訓練事務所

54 ホアセン半公立短大 ホーチミン市 lj35 187 ホーチミン市人民委員会

55 トゥアティエン･フエ師範短大 フエ市 1,118 81

トゥアティエン･フエ省

　教育訓練事務所

56 ニャチャン師範短大 ニャチャン市 1,054 117 ニャチャン省教育訓練事務所

57 財政会計短大 クアンガイ省 I｡045 45 財務省

58 クアンガイ師範短大 クアンガイ市 1,027 114 クアンガイ省教育訓練事務所

59 ダナン体育短大 ダナン市 1,019 73 スポーツ･俸育委員会

60 タイニン師範短大 タイニン省 969 101 几タイニン省教育訓練事務所

61 鉱業短大 クァンニン雀 967 71 工業省

62 ハイズオン師範短大 ハイズオン市 956 85 ハイズオン省教育訓練事務所

63 ヴィンロン師範短大 ヴィンロン市 938 84 ヴィンロン省教育訓練事務所

64 ベンチェー師範短大 ベンチェー市 884 98 ペンチェー省教育訓練事務所
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65 ヴィンロン技術師範短大 ヴィンロン市 884 52 労働･傷病兵･社会省

66 ヴィンフック師範短大 ヴィンフック省 813 66 ヴィンフック省教育訓練事務所

67 ラオカイ師範短大 ラオカイ市 810 61 ラオカイ省教育訓練事務所

68 クアンチ師範短大 ドンハー市 798 58 クアンチ省教育訓練事務所

69 ナムディン師範短大 ナムディン省 786 108 ナムディン省教育訓練事務所

70 ニントゥアン師範短大 ニントゥアン省 773 53 ニントゥアン省人民委員会

71 ニンビン師範短大 ニンビン省 749 104 ニンビン省教育訓練事務所

72 ソンラー師範短大 ソンラー市 742 124 ソンラー省人民委員会

73 カオパン師範短大 カオバン市 739 101 カオバン省教育訓練事務所

74 ドンタップ共同短大 カオライン市 737 i4 ドンタップ省人民委員会

75 第一土木短大 ハノイ市 732 84 建設省

76 ハナム師範短大 フンリー市 682 52 ハナム省人民委員会

77 フートー師範短大 フートー市 676 128 フートー省教育訓練事務所

78 クァンニン師範短大 クァンニン省 676 106 クァンニン省教育訓練事務所

79 ライチャウ師範短大 ディエンビエン市 665 H4 ライチャウ省人民委員会

80 ハタイ共同短大 ハタイ省 661 107 ハタイ省教育訓練本務所

81 コントゥム師範短大 コントゥム市 610 74 コントゥム省教育訓練事務所

82 第二土木短大 ホーチミン市 590 64 建設省

83 フンイェン師範短大 フンイェン市 571 99 フンイェン省教育訓練事務所

84 農林短大 バックザン省 560 79 農業･農村開発省

85 ホーチミン市食品工業短大 ホーチミン市 557 78 工業省

86 ホーチミン市芸術文化短大 ホーチミン市 557 143 ホーチミン市文化情報局

87 ホアビン師範短大 ホアビン市 541 79 ホアピン省教育訓練事務所

88 バックニン師範短大 バックニン市 526 90 バックニン省教育訓練事務所

89 検察短大 ハタイ省 517 35 国家検察院

90 ハイフォン共同短大 ハイフオン市 512 52 ハイフォン市人民委員会

91 バリア･ヴンタウ共同短大 ヴンタウ市 476 H バリア･ヴンタウ市人民委員会

92 イエンバイ師範短大 イエンバイ市 456 78 イエンパイ省教育訓練事務所

93 海軍短大 ホーチミン市 394 30 海軍総局

94 第四財政会計短大 ホーチミン市 372 44 財務省

95 ハザン師範短大 ハザン市 31? 84 ハザン省人民委員会

96 ドンナイ美術装置短大 ピエンホア市 315 Z7 文化情報省

97 ターイビン技術経済短大 ターイピン省 313 49 ターイピン省人民委員会

98 第二工業技術経済短大 ハノイ市 300 88 工業省
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99 第二交通運輸短大 ダナン市 27マ 83 交通運輸省

100 ハノイ芸術短大 ハノイ市 269 ?3 ハノイ市人民委員会

101 ホーチミン市舞台映画短大 ホーチミン市 226 28 文化情報省

102 ピントゥアン師範短大 ファンティエット市 21S 51 ビントゥアン省人民委員会

103 バリア･ヴンタウ師範短大 バリア市 190 53 バリア･ヴンタウ省人民委員会

104 ハイズオン技術経済短大 ハイズオン市 178 29 ハイズオン省教育訓練事務所

105 クァンピン師範短大 ドンホイ市 155 69 クァンビン省教育訓練事務所

106 ハノイ海上気象短大 ハノイ市 126 31 海上気象総局

107 第三土木短大 トゥイホア市 117 61 建設省

1{}8 ベトナム舞踏短大 ハノイ市 15 48 文化情報省

109 電力短大 ハノイ市 0 不明 工業省

HO 第一衛生技術短大 ハイズオン市 0 不明 厚生省

II1 食糧･食品短大 ダナン市 0 不明 農業･廃村開発省

H2 ホーチミン市検察短大 ホーチミン市 0 不明 国家検察院

113 チャーヴィン共同短大 チャーヴィン市 0 33 チャーヴィン省人民委員会

114 ダナン経済･計画短大 ダナン市 0 25 計画投資省

出典:BO　Giao　Duc　va　Dao　Tao,　Cac　7y卯硲加ハ㈲cりa心フ翻g旭l崩c即θj-2卯2,ホcH｡6,pp｡4-20.

備考1:『共同短大｣は､いわゆるコミュニティ･カレッジのことである｡

備考2:就学者がゼロの機関には､2001-2002学年度に新規設立されたところが多い｡

倫考3:主管官庁の名称は､白石昌也編著(2000)『ベトナムの国家機構』明石書店､37頁を参考にした｡

-26,4　-



100

･y4クフ

図4-9:ベトナム高等教育機関の二大都市への集中状況
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出典:BO　Giao　Duc　va　Dao　Tao,　Qcr即卯gj耐加rQaθ狗ぽAral加c2卯ト2卯2,0p｡c出7.pp｡4-20.

地図:HHachi　Digital　Heihonsha(1998)『世界大百科事典Jver.2.0LOの世界地図より引用･合成｡

備考1:｢師範系｣短大とは､師範､保育､体育師範､技術師範などの短期高等教育機関を指す｡

備考2:このほか､大学･短大に含まれない高等教育機関として下記の学校がある｡これらの学校の詳細

は不明｡

　　　　　　衛生幹部訓練養成センター　　　　(ホーチミン市)

　　　　　　報道･宣伝学校分校　　　　　　　(ハノイ市)

　　　　　　第一教育訓練管理幹部養成学校　　(ハノイ市)

　　　　　　第二教育訓練管理幹部養成学校　　(ホーチミン市)

　　　　　　民族大学予科　　　　　　　　　　(フートー省､少数民族専用)

　　　　　　民族大学予科ニャチャン校　　　　(ニヤチヤン市､同上)

　　　　　　ホーチミン市大学予科　　　　　　(ホーチミン市､同上)

なお､高等教育機関の種別に集計すると､下記のようになる｡

ホーチミン市 ハノイ市 その他 小計

国家大学 1 1 0 2

地方総合大学 0 0 10 10

専門大学 11 28 8 47

公開大学 1 1 0 2

民立大学 7 4 5 16

大学合計 20 34 23 77

師範系短大 3 3 58 64

師範系短大以外の

期高等教育機関

15 10 25 50

短大合計 18 13 83 114

大学･短大以外の高

　等教育機関

3 2 2 7

総計 41 49 10　8 1　9　8
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小括　『市場化｣はベトナム高等教育に何をもたらしたか

　本章の目的は､ソピエト高等教育をモデルとしたベトナムの社会主義高等教育システム

が､1986年から継続されているドイモイ(｢刷新｣)路線のもとで､どのように変質してき

たのかを明らかにすることであった｡ドイモイによって社会主義高等教育の何が変わった

のか､あるいは何が変わっていないのか､結果としてソピエト高等教育モデルの影響力は

どうなっているのかを考察した｡

　実際に､ベトナム高等教育は1980年代後半から大きな転換を遂げた｡1980年代後半に

は､各大学別入学試験の実施､完全自費学生制度の導入(90年代前半に廃止)､授業料の有

料化､奨学金の選抜化､単位制度の導入､カリキュラムの弾力化､就職の自由化など､高

等教育の機能面においてさまざまな改革が行われた｡90年代に入ると､既存の専門大学の

統合による国家大学や地方総合大学の設立､成人高等教育機関としての公開大学の新設､

民立大学の設置認可など､新しい形態の大学が数多《誕生した｡同時に､伝統的な専門大

学の就学者数も増え続けた｡90年代後半からは､中等教育人口の拡大､国民の生活水準の

向上などによって､高等教育人ロは劇的に増加し､最近10年間(1992年~2002年)で就

学者数は約6倍に拡大している｡

　こうしたベトナムの状況は､改革開放体制下の中国高等教育と共通する部分が多い｡具

体的には､高等教育に対する規制緩和､地方分権､民営セクターの認可､法体系の整備､

高等教育経費の受益者負担化､大卒者の就職自由化､カリキュラムの弾力化､欧米諸国ヘ

の留学生派遺などが挙げられよう｡両国ともに195{}年代にソビエト高等教育モデルを導入

して社会主義高等教育体制を構築し､1980年代から市場経済化に対応した高等教育を模索

している｡それゆえに､高等教育改革の内容にも共通性が多いのである｡

　しかし､高等教育の｢市場化｣が進行する一方で､民主共和国時代からの伝統ある専門

大学の社会的威信は保たれている｡これらの専門大学の多《は首都ハノイに存在しており､

いくつかの省庁が自前の専門大学を擁している状況は従来と変わりない｡いわぱ､ハノイ

は今もなお｢ソピエト高等教育モデルレの都であり統けている｡相対的に言えぱ､高等教

育の機能面では市場化･自由化が進展しているが､構造面においてはソビエト型高等教育

と市場指向型高等教育が並存する伏況が続いているのである｡

　その最大の理由は､ドイモイ体制下では本研究でこれまでみてきたような政洽体制の根

本的な転換が起きていないからである｡これまでのベトナムでは､政治体,制が転換するた

びにレ前体制の高等教育システムは否定されてきた｡しかし､ドイモイは社会主義ベトナ

ムの｢体制内改革｣であるために､高等教育システムにおいても従来のソビエトモデルが

今なお残っているのである｡その一方で､ベトナムは新時代の高等教育モデルを模素して

いる｡それはもはや特定国の高等教育モデルに対する全面的な依存ではな《､ベトナムに

とって必要な部分を自由に取捨選択する｢ウィンドー･ショッピング｣になるだろう｡
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終章　ベトナム高等教育における外来モデルの受容と転換

　終章では本研究の総括を行う｡最初に､序章で示した比較枠組み(共時比較と通時比較)

による考察の結果を明らかにする｡次に､本研究の3つの問題提起に対する結論を示す｡

最後にベトナムに導入された外国教育モデル(中華､フランス､ソビエト､アメリカ)の

相対的位置づけを行う｡そこで､これらの外国高等教育モデルの影饗力に違いがあったと

すれぱ､それは何に起因しているのか､および､これからベトナム高等教育がどの方向に

進もうとしているのかについて検討し､本研究の結びとしたい｡

第1節　比較考察の結果

1-1　共時比較の結果

　時間軸を一定にし､空間的比較を行う｢共時比較｣では､主としてペトナムと賭外国の

教育システムの比較を行った｡それぞれ､類似点の多い項目と相違点の多い項目を列記し

た｡諸外国の例としては､中国(清朝)､フランス､旧日本植民地(台湾､朝鮮)､旧仏領

アフリカ､東アジア･東南アジア諸国､旧ソピエト連邦を取り上げた｡考察の結果を表5

-1にまとめた｡

　第1章では睨朝期のベトナムと清朝期の中国における科挙試験システムを比較した｡そ

の結果､科挙試験の目的､基本制度､試験内容などにおいて､両者は著し《類似している

ことがわかった｡科挙試験の目的は全国の俊秀を選抜して王朝官吏に登用することであっ

た｡試験(科試､郷試､会試､殿試など)や資格(挙人､進士など)の名称の多くは清朝

と同一であった｡試験の書法は中国語(漢字)であり､題材は四書五経や詩作など､中国

の古典教養に限定された｡また､科挙制度が王朝によって厳格に管理された一方で､学校

教育制度との連携はほとんど見られないという点も共通していた｡両王朝とも､学校教育

制度はほとんど有名無実の存在であった｡

　ベトナム独自の特微としては､試験制度が清朝ほど複雑化しなかったこと､進士合格者

の数も非常に少な《､このため進士に次ぐ学位である｢副傍｣や｢挙人｣にも出世の可能

性が開かれていたこと､科挙試験の施設･設備面が清朝と比べて貧弱であったことなど､

いくつかは散見される｡しかし全体としては､共通点の方が相違点よりも圧倒的に多く､

阪朝は中華王斬の科挙システムをほぽ全面的に受容したといえる,これに対する玩朝側に

よる独自の反応は､規模とインフラを縮小した以外にはほとんど見られない｡

　仏饌インドシナとフランス本国の教育システム比較では､リセや高等教育への進学が地

主層や都市富裕層･中間層に限られており､初中等教育段階において選抜制が非常に高か

ったことは典通している｡しかし､フランス本国の高等教育が中世以来のアカデミズムの
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総本山としての大学と､官僚や実業人など高度専門職を養成する機関としてのグラン･ゼ

コールの二元構造になっていたのに対し､インドシナ高等教育はそのどちらでもなかった｡

インドシナ高等教育は､いわば職業学校の連合体であり､大学の中核であるりベラルアー

ツ&サイエンスの整備は遅々として進まなかった｡卒業生には植民地下級官吏としてフラ

ンス人の補助的業務が諜せられたが､現地人は決してフランス人上司の地位を上回ること

はできず､このことが現地人の進学･動労意欲を阻害した｡そこにはフランス本国の大学

のようなアカデミズムもなければ､グラン･ゼコールのような社会的威信もなかったので

ある｡総論としては､インドシナ大学=仏領ハノイ大学に代表されるインドシナ高等教育

は､フランス本国の高等教育とは共通する特微は少ない｡

　しかし､インドシナ高等教育と日本の植民地であった台湾や朝鮮の植民地高等教育を比

較すると､多くの共通点を見つけることができた｡学生の構成(インドシナ高等教育はも

っぱら現地人用､台北･京城帝国大学は日本人が大多数を占めた)､高等教育の規模(イン

ドシナ高等教育は台北･京城帝国大学よりもはるかに小規模であった)などの点では性質

が異なっているが､櫨民地大学が整備された時期､植民地大学設立の目的､教授言語､教

授陣の本国人比率､卒業生の就職･昇進上の制約などの点で多《の類似点が存在するので

ある｡すなわち､両宗主国ともに植民地経営が軌道に乗り､武断統治から文洽統治に移行

した時期に植民地高等教育を整備した点､植民地大学の設立が現地人による高等教育二ー

ズを緩衡するための政治的手段として行われた点､教授言語が宗主国言語(フランス語､

日本語)で独占されたこと､教授陣もほとんどが宗主国人(フランス人､日本人)によっ

て占められた点､現地人卒業生は就職･昇進の上で宗主国人から著しい差別待遇を受け続

けた点などを共通の特微として指摘することができる｡

　一方､ベトナムと旧仏領アフリカ諸国を比較すると､フランスによる櫨民地化という共

通の歴史体験があるにもかかわらず､ベトナムが独立後ただちに全教育段階の教授用語を

フランス語からクオック･グーに切り替えることができたのに対し､サハラ以南の旧仏領

ブラックアフリカ諸国では､今日もなおフランス語が主要な教授言語であり続けている｡

これらのアフリカ諸国には精緻な書法と大規模な使用人口を有する現地語が存在しなかっ

たことが主たる要因であると言われている｡一方､ベトナムでは仏饌時代に植民地政府が

漢学を排除するための手段としてクオック･グーを奨励したが､実際の普及運動はフラン

ス語教育を受けたベトナム人知識人や在野のジャーナリズムが中心となった｡1945年9月

に民主共和国が独立した時には､あらゆる政洽･行政文書はクオック･グーで記録された

のである｡独立のプロセスにおける言華ナショナリズムのあり方が､ベトナムと旧仏領プ

ラックアフリカ諸国では大き《異なるのである｡

　第2章では､東アジア･東甫アジアの旧植民地が独立後の国家建設のプロセスにおいて､

旧宗主国の教育モデルを継承したかどうか､およぴ､新しい教育モデルとしてどのような

外国教育モデルを取り入れたか､という二つの変数に注目して相互比較した｡その結果､
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①旧宗主国の教育モデルを部分的に継承した国(マレーシア､シンガポール､フィリピン

など)､②旧宗主国の教育モデルを否定した上で､欧米型の教育モデルを模索した国(韓国

など)､③旧宗主国の教育モデルを否定した上で､社会主義型の教育モデルを導入した国(ベ

トナム)という3つのパターンが確認できた｡こうした違いが生じたのは､教育的な理由

よりもむしろ､独立後の宗主国との関孫や､冷戦体制下において自国がどちらの陣営に組

み込まれたのかという政治的な要因によるところが大きい｡ベトナムがソピエト型の社会

主義教育モデルを導入したのは､一義的にはベトナムがソビエトを盟主とする束側陣営に

加わったという国際関係によるものである｡そして､1940年代後半~1950年代の東側陣営

においては､外国に経済･教育援助をする国力があったのはソビエト連邦のみであった｡

　北ベトナム(民主共和国)の高等教育システムをそのモデルとなったソビエト高等教育

と比較すると､当然ながら､多くの共通点を見つけることができる｡具体的には､教育機

関の完全な国有化､国家による入学･就職の直接管理､専門大学制度､多《の省庁による

大学管理､大学と研究機関の分離､国家功労者や労働者に対する優先入学制度､社会主義

政治教育の必修制､高等教育人ロの急速な拡大､社会主義イデオロギー重視による人文･

社会科学の形骸化､教授法改善に対する教師の関心の低さなどである｡

　一方で､北ベトナム固有の特微もいくつか管見された｡大学卒業生および外国派遺留学

生ともに､卒業後の職業配分は必ずしも強制的ではなかった｡職場内での話し合いによっ

て転職･職場転換することは珍しくなく､配分先を辞職･転職しても大学時代に受けた奨

学金を返済する必要はなかった｡つまり､北ベトナムにおける配分先は｢最初の就職先｣

という程度の位置づけであった｡また､ソ遵人専門家の招聘やゾ連の専門図書･学術雑誌

の提供によってロシア語の重要性が高まったにもかかわらず､北ペトナムにおける高等教

育の教授用語は常にベトナム語(クオック･グー)であった｡教科書はソピエトの教科書

をベトナム語に翻訳したものが用いられた｡北ベトナム高等教育の全体規模は､仏領時代

よりもはるかに拡充されたが､それでもソピエト連邦とは比較にならないほど小さかった｡

同じ専門分野の大学がせいぜい1~2校しか存在せず､大学間の競争意識が欠如する結果

となった｡つまり､｢規模の経済｣の観点から言えぱ､民主共和国の高等教育は､互いに競

争相手のいない小規模の専門大学に細分化されたという点で､必然的に｢高コスト｣構造

を伴ったのである｡総じて言えぱ､ベトナム民主共和国はソピエトモデルの忠実な模倣者

であったが､細部においては必ずしも同一ではなかった｡

　第3章では､アメリカの教育援助政策に関して､旧庸ベトナムと韓国の比較考察を行っ

た｡両国には､①植民地経験を有していること､②国土が南北に分断され､ともに店由主

義陣営の橋頭堡とされたこと､③アメリカの支援によって反共親米の軍事独裁政権が誕生

したこと､などの政治的共通点が多い｡さらにアメリカ教育援助自体にも､①国務省の外

庁であるUSAID(米国際開発庁)が担当したこと､②アメリカは教育援助を通じて自国教

育モデルの普及を奨励し､両国の親米化を図ったこと､③高等教育援助の中心が特定大学
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間の提携事業(教職員のアメリカ研修派遣､アメリカの提携大学からの調査団派遣､設備･

教材などの物的援助)であったこと､④アメリカ側のカウンターパートとして中西部の土

地交付型州立大学が多く､これらの大学が工学､農学､行政学などの実学的分野に重点的

援助を行ったこと､⑤国立大学の最高経営組織として理事会(学外者の理事を含む)の設

置がアメリカ側から強く提案されたが､いずれも両国政府や大学人の反対によって実現し

なかったことなど､両国には多くの共通点が存在する｡

　しかしながら､最も核心的部分において､両国に対するアメリカ高等教育援助には大き

な違いがみられた｡1940年代後半から50年代前半に実施された韓国への援助は､旧京城

帝国大学をルーツとし､これを解体･再編成することによって誕生した最高学府である｢ソ

ウル大学校｣にほぽ一極集中したといえる｡これに対して､1950年代後半から本格化した

南ベトナムヘの援助は､フランス教育モデルの伝統を継承した最高学府サイゴン大学には

ほとんど行われず､高等教育セクターの周縁部分に新型の高等教育機関(国家行政学院､

トゥドウックエ科大学､コミュニティ･カレッジなど)を創設する方向で行われた｡また､

韓国への高等教育援助では､多くの韓国人専門家がプロジェクトに加えられたが､南ベト

ナムの教育援助はほとんどアメリカの大学関孫者のみによって調査･立案されたという違

いがある｡援助額の比較においても､アメリカの高等教育援助は､相対的には韓国に手厚

く､南ベトナムには手薄であった｡

　歴史認識の上でも､アメリカの援助が実施された時期の位置づけは両国で大きく異なる｡

韓国ではアメリカ教育援助が行われた米軍政期は､暗黒の｢日帝時代｣の後に迎えた新時

代の始まりであった｡このため､アメリカ教育援助は日帝時代の教育遺産を一日も早《払

拭したかった韓国政府･世論によって基本的に指示されたのである｡一方､甫ペトナムの

サイゴン政権は仏領時代の教育遺産をほぼそのまま継承していたので､サイゴン大学を中

心にフランス教育モデルは温存されていた｡フリーハンドに近い伏態で援助戦略を立案で

きた韓国の場合と異なり､南ペトナムヘの援助ではアメリカは｢フランス教育モデルの伝

統｣という大きな抵抗勢力に直面し､韓国型援助戦略の軌道修正を図ったのではないかと

推測される｡しかし､サイゴン大学に手をつけなかった以外の基本戦略においては､両国

に対する米国の教育援助には共通点が多《みられた｡

　南北統一後の南ベトナムでは､基本的にはフランス教育モデルとアメリカ教育モデルの

並存状態が解体され､ソビエト教育モデル基づいて再編されていったといえる｡しかしな

がら､米仏両教育モデルが完全に否定されたわけではな《､ソビエト高等教育モデルの理

念と矛盾しない部分は継承された｡アメリカ高等教育モデルにおける大衆性､実学重視の

性質､フランス高等教育モデルにおける国家の高等教育管理､権威主碗､無料制などの性

質は統一ベトナムに受け継がれた｡ソビエト高等教育と柑容れない部分のみが統一後に否

定されたのである｡

　やがて1986年からドイモイが始まると､再ぴソビエト高等教育モデルの理念と矛盾し
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ない部分(大衆化,､実学重視)から､市場経済対応型の高等教育への転換が着手されるこ

とになった｡

表5-1　:共時比較の結果

章 共時軸(時期) 比較の対象 類似点 相違点

序 阪朝時代 院朝ベトナムと

朝

･科挙試験の目的､基本制度､

本内容

･科挙試験の規模

･試験制度の複雑性

1 仏領時代 仏領インドシナと

ランス本国

･初等･中等教育の選抜度 ･高等教育制度

･就職先との対応関係

･就職後の待遇

1 仏領時代 仏領インドシナと

日本植民地

(台湾､朝鮮)

･大学の設立時期

･大学設立ニーズの高さ

･旧宗主国語の教授用語化

学部の拡充過程

教授陣は旧宗主国人が独占

就職後の待遇差別

･学生の構成

教授陣の規模

基幹大学の位置づけ

1 仏領時代 仏領インドシナと

仏領アフリカ植民地

･フランスによる植民地教育

験

･独立後の教授用語の切り

え

2 独立直後 東･東南アジア諸国

全般

･宗主国教育モデルヘの対応

･新しい教育モデルの採用

2 常北分裂時代 北ベトナムと

ビエト連邦

･教育機関の国有化

･入学･就職の国家管理

･専門大学制度

多省庁による高等教育管理

大学と研究機関の分離

･大学入学擾先制度

政治教育の必修制

ロシア語の重視

･高等教育人□の拡大

人文･社会科学の形骸化

教授法に対する関心の低さ

･職業配分の自由性

･教授用語

･高等教育の規模
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章 共時軸(時期) 比較の対象 類似点 相違点

3 南北分裂時代 旧南ベトナムと韓国

おけるアメリカの

育援助政策

･援助行政システム

援助の基本目的

援助の基本内容

援助校の多くがアメリカ中

部の州立大学だったこと

･援助対象となる大学

･｢近代』から｢現代｣へ

移行に関する歴史認識

現地人スタッフの援助プ

ジェクトヘの関与

3 南北統一後 旧南ベトナム地域に

けるフランス､ア

リカ､ソピエトの

高等教育モデル

･フランヌモデノかとソビエト

デルの祭政点

国立大学中心主義

　入試の国家管理

　権威主義的な教授法

アメリカモデルとソどエた

デノjンの祭政遠

実学教育の重視

　高等教育の大衆化

ソど工かモデル政府の持

専門大学中心主義

･政治･思想教育の重視

専門省庁による大学管理

大学の政治的非自由性

4 ドイモイ期 ベトナムと中国 ･ソビエト高等教育モデルの

響力低下

大学の自主裁量増大

･専門大学の総合大学化

･民営大学の設置認可

･教育法規の整備

授業料の有料化

･就職の自由化

･カリキュラムの弾力化

･欧来への留学生送り出し

･高等教育の規模

高等教育改革の開始時期

　第4章では市場経済下における高等教育改革を中国とベトナムで比較考察した｡両国は､

高等教育の著しい量的拡大､各大学の裁量拡大､地方政府への大学移管､民営大学(中国

では｢民弁｣大学､ベトナムでは｢民立｣大学)の設厦認可とその増大､高等教育法規の

整備､高等教育経費の受益者負担化(奨学金の選抜制化､授業料の微収など)､大卒者の就

職自由化､カリキュラムの弾力化(選択科目の増加など)､欧米先進国への留学生送り出し

など､構造面･機能面ともに類似点が非常に多くみられる｡両国はともにi950年代にソビ

エト高等教育モデルを導入し､1980年代になって市場経済対応型の高等教育を模索してい

ることが高等教育改革の内容にも類似性を生み出していると考えられる｡
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　中越両国における高等教育改革の数少ない相違点は､高等教育の規模､そして改革が始

まった時期である｡中国の高等教育改革が始まったのは1980年代のことであるが､ベトナ

ム高等教育改革は本格化したのは1980年代末から90年代前半にかけてのことであり､若

干のタイムラグがある｡これは､市場経済システムの導入において中国の方が約10年ベト

ナムに先行したためであり､両国ともソビエト高等教育モデルの影響力が低下し､高等教

育就学率がトロウ仮説で言うところの｢エリート段階｣から｢マス段階｣への移行期にあ

るという点で共通の特微がみられる｡

1-2　通時比較の結果

　特定の教育事象が時間軸によってどのように変質していくのかを観察する｢通時比較｣

では､政治経済体制の転換およぴ変化によって､ベトナム高等教育がどのように変質した

のかという｢動態｣を把握することを目的とした｡その考察結果を表5-2にまとめた｡

　第1章では､ベトナム社会における言語ヒエラルキーの変化を､植民地化される以前と

植民地時代で比較考察した｡植民地化される以前のベトナム社会は､王朝官吏を中心とし

た｢漢文およびチュノムの世界｣と､人口の大部分を占める一般民衆の｢話し言葉だけの

世界｣の2層から成り立っていた｡

　ところが植民地政府によってクオック･グーが仏越学校体系の入り口にあたる初級段階

の教授用語として採用されると､クオックヽグーは民衆にとって初めての｢書き言葉｣と

して急速に普及していった｡初級段階から初等段階に進学できた子どもは1~2割程度で

あったので､大部分の子どもはクオック･グーの胱み書きだけで学校教育を終え､フラン

ス語を学ぶ機会はごく少数の富裕層に限られていた｡さらに都市部では親仏系のペトナム

人ジャーナリストらが､クオック･グーによる雑誌や新聞を発行し､クオック･グーの普

及およぴ世論の形成に大きく寄与した｡

　こうして仏領植民地下のペトナムでは､在佳フランス人やベトナム人エリートによる

　｢フランス語の世界｣の外縁に､都市部の中間層を中心とする｢クオック･グーの世界｣

が拡大し､さらにその外縁に｢話し言葉だけの世界｣が広がるという3層構造が形成され

るに至ったのである｡｢漢文･チュノムの世界｣の地位が｢フランス語の世界｣に取って代

わられただけでなく､｢クオック･グーの世界｣という中間層が形成されたことが大きな意

味を持っている｡ベトナムが仏領プラックアフリカ諸国と具なり､独立後ただちにクオッ

ク･グーを国語として制定することができたのは､仏領時代にこの第2層が拡大し､ナシ

ョナリズムの中心的な担い手として成長していたからである｡

　第2章では､仏領時代の高等教育システムがどのように解体され､民主共和国によって

社会主義高等教育が形成されたのかを検討した｡1945年･3JIの日本軍による仏印処理とと

もに閉鎖されていた仏領高等教育は､民主共和国の成立まもな《､学校名をベトナム語に

変更し､教授陣をベトナム人に入れ替えて再開した｡やがて抗仏戦争の勃発とともに､民
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主共和国側はこれらの学校の多《を閉鎖し､一部を解放区のジャングルに疎開させた｡し

かし非常時のため､危急の需要があった医科大学を除けば､疎開した諸学校は結果的にす

べて閉鎖･統廃合された｡

表5-2　:通時比較の結果

章 適時軸(比較の主題) 比較する時期 変化した項目

1 ベトナム社会における言語

エラルキー

植民地化以前と

領植民地時代

･｢二層構造社会｣(｢漢字･チュノムの世界｣と

｢話し言葉だけの世界｣)から､｢三層構造社会｣

　(｢フランス語の世界｣､｢クオック･グーの世

｣､｢話し言葉だけの世界｣)への変化

2 北ベトナムにおける仏領高

教育の解体と社会主義高

教育の建設

仏領植民地時代と

主共和国独立以後

･抗仏戦争中の3つの高等教育拠点から5つの

幹専門大学へと発展

仏領高等教育は､南北分断とともに南ベトナ

ヘ移転

2 北ベトナムにおける大学新

形態

1960年代前半までと

1960年代後半以後

･既存の基幹大学とは異なる機能をもつ新型専

大学を設置する｢組織分化型｣新設から､類

した専門大学を分離･独立させる｢細胞分裂

』新設への変化

3 旧南ベトナムにおけるフラ

ス､アメリカ両高等教育モ

ルの競合

1960年代前半までと

1960年代後半以後

･フランスモデルの影響力低下

フランスモデルとアメリカモデルの並存･桔

状態(｢二層構造｣)の形成

3 旧南ベトナムにおける高等

育システムの再編

1975年4月まで

(南北統一以前)と

975年5月以後

(南北統一以後)

･サイゴン大学を中心とした｢一指集中型｣の

等教育システムから各専門大学グループによ

『多極分散型｣の高等教育システムヘの変化

4 社会主義高等教育の市場化 ドイモイ以前と

ドイモイ以後

･機能面は､市場化に対応して大幅に変化

構造面は､専門大学中心主義から新型大学(国

大学､地方総合大学､公開大学､民立大学)

の並存状態への移行

　1950年代に入って戦局がベトナム側に有利になると､タインホア､ヴィエトバク､中国

南寧に3つの高等教育拠点が形成され､師範系､基礎科学系､医学系の学校が設立された｡

戦争が終結すると､これらの学校はハノイに復帰し､再編を繰り返した後に､1956-57学
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年度に総合ヽ師範ヽ農林ヽ工科ヽ医薬科からなる基幹専門大学が整備されたのである｡以

後の大学新設はこれらの基幹大学の人的資本をもとにして行われた｡このように､仏領高

等教育から社会主義高等教育へと移行した過程はヽ①仏領高等教育の再開､②抗仏戦争の

勃発による疎開そして再閉鎖ヽ③解放区における3つの高等教育拠点の形成､④戦後のハ

ノイ復帰と再編､⑤5つの基幹大学の成立､という5つのプロセスを経たことになる｡

　一方フランス側は､1940年代後半から仏領高等教育機関を続々とハノイに再開すると同

時に､1949年末には仏領ハノイ大学を前身とする｢越仏混成大学｣をハノイとサイゴンに

設立した｡ハノイにおける植民地権力の保持を図りながらも､戦局の悪化に倫えて仏領高

等教育の機能をサイゴンに移転を図る両面作戦をとったのである｡やがて南北分断とサイ

ゴン政権の成立後は､すべての仏頗高等教育機関はハノイから撤退し､その多くはサイゴ

ンに移転して｢ベトナム国家大学｣を形成した｡1957年にはフエ大学の新設に伴い､ペト

ナム国家大学はサイゴン大学へと解消され､南ベトナム高等教育の中核となった｡つまり､

ハノイで培われた仏領高等教育の伝統は南ベトナムのサイゴン大学へと受け継がれ､ハノ

イを中心とする北ベトナムはソ連型の社会主義高等教育システムを形成するという､南北

の｢ねじれ｣現象が起きたのである｡

　その後の北ベトナムにおける大学設置形態は､1960年､代前半までと1960年代後半以降

でどのように変化したのであろうか｡1960年代前半までは既存の基幹大学(工科大学､農

林学院､医薬科大学､経済財政大学)から､一定の学問分野が分離独立し､母体の大学と

は異なる機能を持つ｢組織分化型｣の大学新設が多《みられた｡ところが､1960年代後半

からは既存の基幹大学と同じ形態の小規模校を地方に設立する『細胞分裂型｣の新設が｢組

織分化型｣の新設と同時並行してみられるようになった｡

　　『組織分化型｣の大学新設は､経済系､工学系､芸術系など､都市部に需要の大きい学

問分野において顕著であった｡これに対して､｢細胞分裂型｣の大学新設は､師範系､農林

水産系､医薬系など農村部においても需要の大きい分野に多くみられた｡このことは､1960

年代前半に至って､ベトナム高等教育が首都ハノイを中心に基本的な専門大学を一通り設

立し､以後は既存大学の分校的な大学を地方に拡充するようになったことを物語っている｡

　第3章ではサイゴン政権下の南ベトナムにおいて､フランス､アメリカ両高等教育モデ

ルがどのように競合したのかを検討した｡1960年代後半にアメリカの教育援助が本格化す

る以前は､南ベトナム高等教育の主たる教授用語は仏領時代と同じくフランス語であった｡

特に､南ベトナムの最高学府であるサイゴン大学では､多《の教官がフランス留学組もし

くはインドシナ大学(仏饌ハノイ大学)の卒業生であり､上級ポストはフランス留学組の

独占状態であった｡サイゴン大学は､南ベトナムにおける最もフランス的かつ最も保守的

な教育機関としてみなされていた｡

これに対して､アメリカの教育援助を主管したUSAIDは､仏領時代の教育的伝統が色濃

《残っているサイゴン大学には手をつけずにヽその周縁にアメリカの教育理念を反映させ
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た新型の高等教育機関を設立させる戦略をとった｡たとえば､従来は小規模で個別に設置

されていた短大レベルの技術･職業教育機関(国家技術センターや国家農業センター)を

トゥドゥックエ科大学として統合し､専門教育だけでな《リベラルアーツも含む大規模な

工科大学として整備しようとした｡また､地域の実皆に即した実学教育を行うために､ア

メリカ式のコミュニティ･カレッジをいくつか設立した｡中等教育では､普通教育セクタ

ーが圧倒的に多い伏況を改善するために､いくつかの総合制中等学校カi実験的に設立され

た｡バカロレア試験では､採点基準が曖昧で採点コストがかかる記述式回答を客観･選択

式の回答方法に改める方針がとられた｡

　こうした一遵の政策によって､サイゴン大学という牙城の周縁部分に､アメリカの教育

理念を反映した新型高等教育機関が数多く設立されたのである｡しかしながら､サイゴン

大学の放任主義的､エリート主義的､実学軽視の伝統的性格は､戦火の中で惰性的に維持

されたのである｡1970年代に入ると私立大学の急増などによって､南ベトナム高等教育に

おけるサイゴン大学の寡占伏況は変わりつつあったが､それでもサイゴン大学は規模の上

で圧倒的存在であり､成長しつつあったアメリカ式の新型高等教育機関と競合･並存する

関係が続いたのである｡

　南北統一後の南ベトナム高等教育は､巨大なサイゴン大学を取り巻くように地方国立総

合大学､工科大学､私立大学､コミュニティ･カレッジが存在していた｢一極集中型｣の

高等教育システムから､文理型総合大学､師範大学､工科大学､農業大学､経済大学､医

科大学など､学問分野別の専門大学に細分化された｢多極分散型｣の高等教育システムヘ

と大規模な再縞が行われた｡統一ベトナムは､南ペトナムの高等教育を旧北ベトナムと同

様の専門大学中心の体制へ作り変えようとしたのである｡その過程で､私立大学の教師･

学生は国立大学に転籍させられ､唯一国立大学に改組されたダラット大学を除いて､すベ

て廃止された｡これに伴い､これまでサイゴン政権下の文化教育青年省に―元管理されて

きた南ベトナムの高等教育機関は､北ベトナム地域と同様に､多《の省庁によって分散管

理されるようになった｡こうして､各大学の予算や人事は監督省庁の強い影響下に置かれ

るようになったのである｡

　第4章では､ドイモイ体制下において社会主義高等教育がどのように変容してきたのか

を検討した｡1986年末からドイモイ路線がスタートすると､国家による完全統制を原則と

する社会主義高等教育の弊害を改めるために､1980年代後半から機能面の改革が次々と行

われた｡それらは具体的には､完全私費学生制度の導入､授業料の有料化､単位制度の導

入､学士課程の二殴階制度､大学入試の個別実施化､就職の自由化などである｡1990年代

前半には､ハノイとホーチミンに国家大学が設立され､両国家大学といくつかの地方大学

ではマルチ･ディシプリン化･大規模化が図られた｡さらに成人高等教育機関としての公

開大学の新設､公立高等教育を補完する存在としての民立大学の設置認可､農村地域の教

員確保を主眼に置いた短期大学の増加など､従来の専門大学に加えてさまざまな形態の高
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等教育機関が設立されたのである｡こうした受け皿の拡大に加え､1990年代半ぱからは送

り出し側の諸要素(中等教育の拡大､生活水準の向上に伴う教育投資熱の高まりなど)も

作用して､高等教育就学者数は90年代前半から急激に増加し､今や100万人に達しようと

している｡

　しかしながら､政治･思想教育が今なお必修科目であること､専門大学が依然として高

い社会的威信を保っていること､教育訓練省以外のさまざまな政府機関によって監督され

ていることなど､民主共和国時代からの社会主義高等教育の特微は､今もなお多く残って

いる｡特に構造面においては､従来型の専門大学とドイモイ以後に再編･新設された新型

大学(国家大学､地方総合大学､民立大学､公開大学)が並存している｡マルチ･ディシ

プリン型大学を目指したはずの国家大学は､再び文理型の総合大学として縮小しつつある｡

このように､ドイモイ体制下のベトナム高等教育は､大きな流れとしては市場化の方向に

進みつつあるが､細部においては｢一進一退｣する現象が随所に見受けられるのである｡

ソビエト高等教育モデルに依存していた従来と異なり､ドイモイ体制下のベトナム高等教

育には､頼りとなる｢絶対基準｣が存在しないことが､こうした試行錯誤状況を生みだし

ている大きな理由であると考えられる｡

第2節　3つの問題提起に対する結論

　これまでの考察を踏まえて､次に序章において設定した3つの問題提起に対する結論を

まとめたい｡

2-1　問,題提起1に対する結論

　肩居鐙起jj戻左のべ/ヽナム浦李綬穿シヌテムぱどの外厦羨穿そデルに冶浹するのか

　現在のベトナム高等教育システムは､1950年代の民主共和国時代に形成された社会主纏

型の高等教育システムに起源を有する｡構造面においては､さまざまな省庁が主管する専

門大学がベトナム高等教育の中核として高い威信と伝統を誇り､それらの多《が首都ハノ

イに集中するという方式である｡しかも､ペトナムには大学とは別に各種の研究組織が存

在し､いくつかの国家研究センターは各省庁と同格の組織として独立し､大学の研究施殷

よりも潤沢な研究費と高い威信が与えられている｡こうした国家研究センターと教育訓練

省傘下の高等教育機関は､きわめて疎遠な関係にある｡国家の基幹大学を目指して統合さ

れた2校の国家大学は､ベトナム高等教育の最高学府として必ずしも抜きんでた存在では

ない｡この点は､首都に抜きんでた最高学府が存在する他のアジア諸国(たとえぱ､中国

の北京大学･清華大学､韓国のソウル大学校､タイのチュラロンコーン大学､マレーシア

のマラヤ大学など)とは状況が異なるのである｡
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　専門大学がベトナム高等教育の象微的存在である一方で､高等教育の周縁部分ではドイ

モイ以後に設立された地方総合大学､民立大学､公開大学などの新型高等教育が成長して

いる｡カントー､ダナン､フエ､ダラットなどの地方総合大学はハノイとホーチミン以外

の主要都市における基幹大学として発展している｡民立大学は大都市部においてピジネス

チャンスに結びついた実学的なカリキュラムを提供している｡他のアジア諸国と比ぺれぱ､

高等教育全体に占める民立大学(私立大学)の割合は非常に小さく､インフラ面において

も貧弱であるが､10年前の状況と比べれば格段に成長している｡

　こうした変化には､高等教育の基本的ミッションがドイモイ期に,なって｢社会主義国家

建設に有用の人材を育成すること｣から､｢個人の教育ニーズを満たすことが国家の発展に

つながる｣というコンセプトに変わったことが大きく影響している｡機能面においても､

入試や就職の自由化､授業料の有料化､大学財源の多角化､単位制の導入､英語の需要拡

大とロシア語の人気低下など､ドイモイ以前には存在しなかった｢市場化｣現象が生まれ

ており､これらは今日のペトナム社会において｢当然の趨勢｣であると受け止められてい

る｡

　誤解を恐れずに言えぱ､現在のベトナム高等教育の骨格部分は半世紀前に作られた社会

主義高等教育を継承しているが､骨格以外の部分はかつての南ベトナム高等教育に共通す

る性質が少なくない｡それらは､地方都市にある総合大学､さまざまな団体･組織による

民立大学､地域に根ざした実学教育を行うコミュニティ･カレッジなどである｡こうした

実学指向､大衆化指向は社会主義ベトナムの基本路線と基本的に矛盾しないものであると

みなされている｡

　一世紀前まで支配的存在であった中薙教育モデルは､今日においては年功序列の人間関

係や教育･学習活動における暗記･暗唱志向､知識人･教師に対する社会的尊敬など､い

わぱ無形の教育文化･生活文化の中に根強《残っている｡しかし､高等教育システムとい

う公的な｢制度｣の中にはほとんど痕跡を見つけることはできない｡また､仏領植民地時

代およぴ旧南ベトナムで支配的だったフランス高等教育モデルは､仏領時代の校舎の改修

利用などに痕跡を見つけることができるが､制度してはほとんど残っていない｡わずかに､

仏領櫨民地でなかった国々と比較して､フランス語の学習人口が若干多い程度である｡漢

字文化もフランス語文化も､すでに過去のものである｡

2-2　問題提起2に対する結論

　肩居運起2jぺたナムば新しい外盾羨穿モデルをどのように受容･亙芯したか｡

　ペトナムが新しい外国教育モデルを受け入れる時の対応は､時代によってさまざまであ

った｡大別すれぱ､自発的に受け入れたのか､あるいは強制･半強制的に押しつけられた

かという違いが･ある｡
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　ベトナム最後の封建王朝である睨朝は､中華教育モデルを積極的に輸入し､これを忠実

に模倣した｡このため､王朝政府の公的機関や科挙試験において漢宇が独占的に用いられ

たこと､教育内容は四書五経など儒教の古典教養の暗記が中心であったこと､官学･私塾

ともに教育段階が不明確だったこと､王朝政府が科挙試験を独占的に行ったこと､科挙試

験が重視されるあまり､学校教育はそのための手段として形骸化してしまったことなど､

中薙王朝の教育制度･教育文化がほぽそのままベトナムに移植されることになった｡

　これに対して､ベトナム側からは目立った反応はほとんど見られなかった｡ベトナム漢

宇であるチュノムは漢宇よりもむしろ難解であったために､政府内でも普及しなかった｡

ベトナム知識人層から科挙試験の廃止運動が起きたのは､フランスによる植民地支配が成

立した20世紀初頭のことであり､皮肉ではあるが､フランスの植民地教育に接してはじめ

て科挙試験の弊害を実感したのである｡

　ベトナムが歴代の中薙王朝によって度重なる侵略を受けてきたにもかかわらず､その教

育モデルを阪朝が積極的に導入したのは､中華王朝の統治システム(科挙試験を含む)を

模倣することによって､自王朝の求心力を高め､他ならぬ中華王朝に対する防衛能力を養

うためであった｡また､近隣諸国に対する優越性を確保するという目的もあった｡したが

って､中華教育モデルの導入は､玩朝による自発行為ではあるが､まったくの自由選択で

はなく､政洽的にそうせざるを得なかったという状況が存在した｡

　フランス教育モデルの導入は､櫨民地政府からの完全なる強制であった｡そこには被支

配民であるベトナム人が自主選択する余地は与えられなかった｡たしかに､植民地教育シ

ステムによって､一握りのベトナム人は近代高等教育に接触することが可能となった｡高

等教育は専門分野別に整備され､それぞれの修学年数､カリキュラムが明確に定められた｡

これらの学校の卒業生は､植民地統治機構の下部組織に配属され､科挙試験を経験した王

朝官吏に代わって新しいエリート階層を形成した｡のちのペトミン指導者層には､仏頗時

代に高等教育を受けた者が数多く含まれていた｡また､クオック･グーを植民地政府が公

認したことにより､学校教育やジャーナリズムを通してクオック･グーは知識人層に広く

普及した｡結果的に､独立直後の短期間のうちに教授言語を切り替えることを可能にした

のである｡

　しかし他方では､中等･高等教育の規模や就職の待遇に厳しい制約を設けた櫨民地政府

に対し､多くのベトナム人青年がフランスに私費留学した｡彼らが反政府分子になること

を恐れた櫨民地政府は､断続的に統制と懐柔を繰り返した｡また､前述したように､傀儡

化した睨朝の科挙試験を愚民政策の―環として意図的に継続する植民地政府に対して､ペ

トナム知識人は抗議運動を行い､結果的に植民地政府は20世紀初頭に科挙試験を廃止した｡

さらに､武装蜂起を念頭に置いた日本留学運動である東遊運動､ベトナム大衆に対する実

践的な啓蒙活動を行おうとした東京義塾など､ベトナム人知識人の手によっていくつかの

教育運動が試みられたが､いずれも当局によって短期間のうちに弾圧された｡
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　いわば仏領高等教育は､こうしたベトナム人の旺盛な教育要求を否定･制限したことに

対する代償措置であった面は否定できない｡現地人への高等教育機会を必要最小限に抑え

たい櫨民地政府と､教育拡大の要求が聞き入れられなければ､民衆を扇動して反政府運動

を起こそうと圧力をかけるベトナム人知識人との関孫によって､仏領高等教育は微妙な均

衡を保ちつつ命脈を保ってきた｡しかし､ベトナム人自身の手によるベトナム人のための

高等教育という悲願は､植民地体制下では実現されることはなかった｡

　民主共和国におけるソピエト高等教育モデルの導入は､ベトナム人自身の選択であった

といっていいだろう｡民主共和国の成立によって､ベトナム高等教育のミッションは､｢フ

ランスのための高等教育｣から､｢ベトナム人民のための高等教育｣へと変わった｡そして､

社会主義陣営に属していたベトナム民主共和国にとって､ソビエト遵邦以外に大規模な支

援を望める国はなかった｡1950年代から60年代にかけて､民主共和国はソビエト高等教

育モデルを積極的に輸入し､これまで繰り返し述べてきたような社会主義型の高等教育シ

ステムを作り上げた｡このシステムは､国家建設に必要な高級マンパワーを国家が計画し､

国家丸抱えで育成を図るものであった｡こうした方法は､エンジニアや教師の大量養成に

は大きな効果を上げた｡反面､ソビエト教育モデルを導入した副作用として､人文･社会

科学が社会主義イデオロギーの制約によって形骸化し､ソピエトと同様に北ベトナムでも

大学教授法に対する関心は低かった｡また､少ない高等教育予算を多《の専門大学に細分

化して配分したために､各大学のインフラ､財源は非常に貧弱であった｡

　全体としては､民主共和国はソピエト型の教育システムを忠実に模倣しようとしたが､

数少ない例外は､教授用語がベトナム語(クオック･グー)であり続けたことである｡民

主共和国は独立直後からフランス語の科学技術用語をベトナム語にする作業を進めてきた｡

1950年代半ばにはソビエト人専門家を招聘しつつ､多くの留学生をソ遵に送り出した｡帰

国した留学生はソ連人専門家の後任として大学の教職に迎えられ､後進の指導に当たると

ともに､ロシア語の専門用語･文献をベトナム語に翻訳した｡こうした国策は､明治期の

日本がお雇い外国人を帝国大学に招聘し､―方で国費留学生を欧米に送り出し､彼らの帰

国を待って外国人専門家と交代させた方式と共通する部分が多い｡

　南ベトナムにおけるアメリカ教育モデルの導入は､戦時中の軍事独裁体制という特殊な

政治状況において､アメリカの半強制的な教育援助がもたらした必然的結果であった｡そ

の目的は､ペトナム民衆にアメリカ式民主主義や市場経済に立脚した教育プログラムを提

供することによって､南ベトナムを反共親米国家として安定させることであった｡むしろ､

サイゴン政権や南ペトナム民衆がアメリカの教育援助を望んだのかどうか､ということは

あまり問題ではなかった｡アメリカの軍事･経済援助なしには､サイゴン政権は国家とし

て存続できなかったことは､アメリカ撤退からまもな《政権が瓦黎したことが証明済みで

ある｡

　アメリカの教育援助は､当初は初中等教育への中心であったが､1960年後半から裔等教
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育援助を重視するようになった｡その基本方針は､それまでのエリート主義･教養主義的

であった南ベトナム高等教育を民主化､大衆化､専門化することであった｡具体的には､

普通教育偏重であった中等教育に総合制中等学校を創設したり､高等教育進学の公平性･

客観性･効率性を高めるためにバカロレア試験を客観式に改革した｡個別教育機関への支

援をみると､国家行政学院､国家農業センター､国家技術センターなど､旧来の南ベトナ

ム高等教育においては周辺的存在とみなされてきた諸学校に積極的に支援を行った｡これ

らの学校の幹部教師をアメリカの大学での研修に送り出し､一方でアメリカの大学からは

調査団･顧問団を招聘して､教育プログラムの改善を行った｡こうした援助を引き受けた

アメリカの大学には､中西部の大規模な土地交付型大学が多かった｡これらの大学におけ

る工学や農学､教師養成などの実学重視主義が､南ベトナム高等教育の改革に適している

と考えられたからである｡

　しかしながら､アメリカの大学から派遺された調査団は､ベトナム人専門家を加えずに､

短期間で表面的な調査しか行わないケースが多かったので､彼らの提言はアメリカ的な価

値観に基づき､ベトナム社会のおかれた状況を十分に考慮しなかった｡理念的には優れて

いても､ベトナムの実情に適合しがたい政策を押しつけようとして､ベトナム人の反感を

買った｡サイゴン政権の末期になると､大学のキャンパスは反政府運動の拠点と化し､サ

イゴン政権はさまざまな方法で大学に政治的圧力を加え続けた｡そこで､サイゴン政権の

後ろ盾であったアメリカに対しても､南ペトナム大学人の憎悪の目が向けられたのである｡

アメリカの援助によって多《の大学人が恩恵を享受した一方で､親米派とみなされた教授

陣がたぴたび暗殺されるという悲劇が生まれた｡アメリカは､南ベトナム高等教育にアメ

リカ教育モデルを浸透させることには一定の成果を得たが､その手法が半強制的であった

ために､大学人と一般民衆の共感を得ることはできなかったのである｡

　このように､ベトナムの歴史を通じて､外国の教育モデルが強制的に押しつけられた場

合(フランス教育モデル､アメリカ教育モデル)は､ベトナム社会は必ず抵抗運動をおこ

している｡それは､植民地化やベトナム戦争継統といった政治状況に対する反発とともに､

そうした不正常な絞洽伏況のもとで押'しつけられた外国教育モデルに内在するある種の

　｢いぴつさパアメリカ教育モデルがベトナム社会に適合しない伏況)に対する告発行為で

もあった｡

　ー方､中華教育モデルやソピエト教育モデルのように､ペトナム政府が自発的に選択し

た場合には､民衆の抵抗運動はみられなかった｡両教育モデルは政府によって積極的に導

入され､政権の求心力向上をもたらした｡しかし､そうした場合でさえ､外国教育モデル

の選択は､まったくのフリーハンドだったわけではない｡封建王朝時代には強大な中華王

朝への対抗策として中薙教育モデルを選択する他なかったのであり､社会主纏政権である

ベトナム民主典和国が頼むに足る存在は､当時のソビエト遵邦をおいて他にはなかったの

である｡いずれの場合も､著しい政治的制約の中での自主選択であった｡これに対しよ今
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日のドイモイ体制下における高等教育改革は､ペトナムの自由裁量によって外国教育モデ

ルを選択できる環境にあり､このことはベトナム史上はじめてのことである｡

2-3　問題提起3に対する結論

　犀居痙起3j新/召の外盾綬穿そデルがどのように親合､あるいは兵存したのか｡

これまでの考察をまとめると､次のように結諭づけることができるだろう｡

①中華教育モデルとフランス教育モデル(仏領インドシナ時代)

　仏領インドシナ総督府は､植民地行政機構･教育制度の整備､クオック･グーの普及奨

励によって､中華教育モデルを漸次解体していった｡しかしその一方で､1　9　1　9　年まで科挙

試験の存続を図るなど､傀儡化した阪朝の統治制度を部分的に温存する政策をとった｡つ

まり､植民地化によってフランス教育モデルは中華教育モデルに対して圧倒的に優位に立

ったが､一種の｢愚民政策｣として､中薙教育モデルを｢根絶する｣ことは意図的にしな

かった｡このため都市部ではフランス語による高等教育を受けたペトナム人が登場した一

方で､農村部では封建王朝時代と変わることなく､伝統的な私塾教育が存続したのである｡

②フランス教育モデルとソピエト教育モデル(旧北ベトナム)

　旧北ベトナム(民主共和国)におけるソビエト教育モデルは､抗仏戦争が終了した1950

年代半ぱから本格化に導入された｡フランス人とペトナム人に二分されていた教育制度の

単線化､教授用語のベトナム語化､教育現場における生産労働の重視などは､全教育段階

にわたって実施された｡高等教育では､仏領高等教育の小規模かつエリート主義的な性質

を転換し､より大衆的で大規模な高等教育の建設を目指した｡また､仏領高等教育では法

政学校(仏領ハノイ大学法学部)と医薬学校(同大学医薬学部)が量的中核であったが､

民主共和国の高等教育では､工学系や農学系､師範系などの専門大学が多《作られた｡

　フランス教育モデルの拠点であった仏領高等教育機関は､抗仏戦争中はハノイに存続し

たが､南北分断後は多《がサイゴン移転した｡民主共和国の社会主義高等教育は､抗仏戦

争中の解放区における高等教育拠点が戦争終結後にハノイに移転して発展したものである

ので､仏領高等教育機関との間に麿接的な接点はなかったのである｡周者は互いに交差す

るようにして､南北ベトナムに定着していった｡

③フランス教育モデルとアメリカ教育モデル(旧南ベトナム)

　前述したように､サイゴン政権後期(1960年代後半~70年代前半)においては､､フラ

ンス教育モデルとアメリカ教育モデルの並存･桔抗状況がみられた｡それ以前の南ベトナ

ムでは仏領時代と変わることな《､フランス教育モデルが支配的であった｡ところが､ア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー283　-



メリカの援助戦略によって､フランス教育モデルの牙城であったサイゴン大学以外の周辺

に新しい形態の高等教育機関を次々と新設し､次第にフランス教育モデルを圧迫するよう

になった｡ペトナム大学人の側も､フランス式の教育システムを支持する者､アメリカの

教育援助によって恩恵を受け､その支持者になった者､ひそかに解放戦線に通じ､社会主

義高等教育を支持していた者など､さまざまな党派･立場に分かれていた｡

④フランス､アメリカ､ソピエトの各教育モデル(統一後の南ベトナム)

　統一後の南ベトナムにおいては､従来のフランス教育モデルとアメリカ教育モデルが解

体され､ソビエト式の社会主義高等教育として再編されたことは､前述したとおりである｡

政治･思想教育の必修化や専門大学への再編､多くの省庁による大学管理などは､その典

型である｡しかし､フランス､アメリカ教育モデルのうち､ソビエト教育モデルの理念と

矛盾しない部分は解体されなかった｡フランス教育モデルでは､国立大学中心主纏や入試

の国家管理などはソピエトモデルと共通する特微であり､統一後も引き継がれた｡アメリ

カ教育モデルでは､農学や工学など実学分野の大幅拡充､高等教育の大衆化などの基本路

線は継承されている｡

⑤ソピエト教育モデルとその市場化(ドイモイ期)

　ドイモイ期に入ると､1980年代後半に高等教育の機能面の改革が､90年代前半に構造面

の改革が次々と実施され､従来の社会主義高等教育システムは大きく変質しつつある｡授

業料の微収や大学入試の個別化､就職の自由化などは､大学および個人も国家丸抱えの体

制から説却して､自助努力によって生き残りを図るべきであるとする政府の基本方針を体

現している｡ベトナム社会の市場化が高等教育にもたらした最大の影響は､そのミッショ

ンは､｢国家のための高等教育｣から｢個人の自己実現のための高等教育｣へと変化したこ

とである｡言い換えれぱ､政府は国民一人一人の生活を保障する責任から解放されるよう

になり､国民は政府の保護に頼ることができなくなった｡

　しかし､専門大学システムや多くの省庁による大学管理､研究組織と教育組織の分離な

ど､従来の社会主義高等教育の特微も今なお多く残されている｡今日のベトナム高等教育

は､こうした伝統的なソピエト教育モデルと､市場経済化に伴って形成された新型の高等

教育(民立大学､国家大学､地方総合大学など)が並存している状態であるといえよう｡

ソビエト教育モデルの影響力は相対的には小さくなりつつあるが､ベトナム高等教育の骨

格であることは従来と変わりない｡
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第3節　ベトナム高等教育の方向性

3-1　外国高等教育モデルのマッピング

　最後に､ベトナム高等教育に大きな影饗を与えた4つの外国高等教育モデル(中華､フ

ランス､アメリカ､ソピエト)の相対的な位置づけをマッピングし､ベトナム高等教育の

歩んできた方向性､そして今後の方向性について考察したい｡

図5-1　:ベトナムにおける外国教育モデルのマッピング
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　図5-1は､横軸に外国教育モデルを受け入れた時の形態(強制的であったか､自発的

であったか)､縦軸にその外国教育モデルの性質(エリート的か､大衆的であったか)を設

定して､各外国教育モデルのマッピングを行った｡中華モデルとフランスモデルは､その
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導入の方法(自発的に導入したか､強制されたか)には大きな相違があるが､きわめて選

抜的､エリート的であったという点では共通している｡これに対し､フランスモデルから

ソビエトモデルヘの転換プロセスは､二つの点で大きな変化であった｡一つは､強制され

た教育モデルから自発的に選択した教育モデルヘの転換である｡もう一つは､エリート中

心の高等教育から､｢人民のための｣高等教育への転換である｡

　旧南ベトナムの場合は､アメリカモデルは半強制的に押しつけられたと言っていいだろ

う｡しかし､その理念は実学重視による高等教育の大衆化を目指したものであり､その意

味ではソピエトモデルと共通しているのである｡したがって､今日に至るプロセスを旧北

ベトナムと旧南ベトナムで比較すると､基本的な方向としては類似しているのである｡

　そして､今日のソビエトモデルから｢市場化｣へのプロセスにおいては､ベトナム高等

教育は､｢より自主的に｣､｢より大衆的に｣向かいつつある｡これは半世紀前にフランスモ

デルからソビエトモデルヘと転換した方向性と基本的には同じ方向を折しているのである｡

社会主義化と市場経済化は､経済原理においては正反対の方向にあるが､外国高等教育モ

デルの自発的な取捨選択とベトナム高等教育の大衆化という点においては矛盾しないので

ある｡高等教育の市場化が現行の社会主義政権下で進行しているのは､社会主纏と市場経

済の矛盾しない部分において改革が行われているからである｡

3-2　ベトナム高等教育の可能性とジレンマ

①ソビエト型教育システムと市場指向型教育システムの並存

　これまでの考察から､ベトナム高等教育において外国教育モデルが大きなインパクトを

もち､しかもそれが長期間にわたって持続した事例は､ベトナム側が自主的･自発的に取

捨選択した場合であったことがわかった｡強制的に押しつけられた場合は､一時的には優

位を保っても､レジームの転換に伴って短期間のうちに影饗力を失っている｡いかに優れ

た外国教育モデルであっても､政治的な理由で強制された場合は､ベトナム大衆の支持を

得られないことは歴史カ1証明している｡

　それでは､真にベトナムの社会状況に応じた高等教育システムはどのようにしたら実現

できるのであろうか｡開発経済学者の大野健一は､途上国がグローバリゼーションを進め

る上での重要な観点として､次のような指摘をしている｡

　　｢後発国にとって決定的に重要なことは､その国の敢府が国際統合過程を自国社兪の主体性･連続性を

保ちながら､自ら進んだ方法で推進していくことである｡国際化しないというオプションはすでに閉ざさ

れている｡だが､外部から何を導入するか､どのような順序とタイミングでそれを行うか､外来物をどの

ように再解釈するか､基暦社会をどのように穆正してそれを受け入れるか､援助や国際機関をどのように

利用するかといった政策決定の自由が後発国側に与えられていること､そして実際に彼らが選択権を行使

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2糾-



していくことが肝要である｡外圧に押し切られるのではなく､受け手側の意志と責任において対外開放を

実施すること-1990年代来の国際機関用語を使えぱ､後発国政府が国際統合過程の｢オーナーシップ｣

を保持すること-こそが成否を握る鍵なのである｡』1

　大野の指摘は､教育の分野についても当てはまると思われる｡ベトナム高等教育は､自

発的であれ､強制であれ､これまで特定国の高等教育モデルに依存してきた｡しかし､市

場経済化と全方位外交によって､国際社会においてほぽ自由な立場を獲得した今日のペト

ナムは､それゆえに頼るべき特定の外国教育モデルを持っていない｡このため､留学生を

さまざまな国に送り出し､多くの先進国から教育援助を受けながら､それらの中でどれが

ベトナムにふさわしいかウィンドウショッピングをしている状況である｡今日の高等教育

改革における試行錯誤･一進一退は､ベトナムの大学が主体的選択(改革の速度､目的､

対象､方法)した結果なのである｡

　こうした状況はベトナムにとって初めての経験なので､早急な成果を求めることは困難

である｡長期的には､自主的判断によって成功と失敗を繰り返しながら､ソピエト型高等

教育システムと市場化の調和･共存を図る方向に進むと考えられる｡共産党一党制による

社会主義体制が堅持されている以上､専門大学システムは今後もペトナム高等教育の中核

であり続けるだろう｡国際機関によって断続的に行われているドラスティックな高等教育

改革は､それがベトナム側の意志に沿ったものでなけれぱ､成果を上げることは容易では

ない｡グローバル･スタンダードに基づいた処方箇が､必ずしもペトナム高等教育に適合

するとは限らないからである｡

②教育内容の質的改善の必要性

　今後のベトナム高等教育の最大の牒題は､教育内容の質的改善をどうやって図るかとい

うことであろう｡社会主義ベトナムは制度改革と量的拡大が優先されるあまり､教育内容

の質的水準については教師の自主性に任されてきた｡ところが教師をバックアップする研

修体制は整備されておらず､教師は自身が受けてきたのと同様の詰め込み教育を再生産し

ている｡実際のところ､これまでのベトナムでは高等教育の質的改善をどう図るかという

問題にはほとんど関心が払われてこなかった｡専門分野を問わず､初中等教育と同様に教

科書を朗読するような授業が多いのが実情である｡教師は生計を立てるために各種のアル

バイトをせざるを得ず､このことが本務校における彼らの教育意欲を減退させていること

は､他ならぬ彼ら自身が公言していることである｡現在のペトナム高等教育においては､

意欲と擾れた資質を持つ教師ほど､現実との妥協を強いられるというジレン々を抱えてい

る｡

1大野健一(20郭)f途上国のグローバリゼーシ曾ンー自立的発展は可蜂か』東洋経済新報社､2ト30頁｡
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量的拡大

図5-2:ベトナム高等教育健全化の方向性

制度(構造･機能)改革

●

　●

　　●

　　●

≦･･･････馨禰･･書･････.a･･.l　::k　澗:白匂降J｣ユ

　これに加えて､90年代に高等教育就学者数が急激に増加し､教育水準･教育環境の悪化

が著しい｡その結果､大学生の学力低下が社会問題になっている｡大学のカリキュラムと

現実社会とのギヤップは拡がりつつある｡そうした危機感もあって､ようやく90年代後半

から高等教育の教授法やマネジメントの重要性が認識されるようになりつつある2.いい

かえれぱ､ドイモイ後のベトナム高等教育は､制度改革と量的拡大を達成したものの､高

等教育の本質的問題である｢質的保証｣(quality　assurance)ついては､まだ議諭は始まっ

たぱかりの段階にあるといっていい｡21世紀初頭のペトナム高等教育は､社会主義型の高

等教育か市場志向型の高等教育かという政治的な対立軸よりもむしろ､現実のニーズ(生

活水準の向上､社会の安定)に即して教育内容をどう改善し､質的水準をどうやって向上

させるかという問題が重要になるだろう｡図5-2は高等教育健全化のための方向性を図

示したものである｡

　さらにヽ就職マーケットが未成熟な伏態で大学生の就職システムが自由化され､学生数

が急増したために､今日のベトナムでは大卒労働力の未就職問題が深刻化している3.ド

イモイ以前は｢社会主義エリート｣として尊敬された大卒者は､今日では就職先を見つけ

2たとえぱ次のような研究がある｡Pham　Thanh　Nghi　(2000),卯郎£ya/即£卯ごjre加ac力行θ認acひ卯雌

Z)aj励c　ya　Cao　Z)n£Nha　xuat　Ban　Dal　Hoc　Quoc　Gia　Ha　Noj,　265p｡(『大学･短大における計画的戦
略マネジメントJI)Pham　Thanh　Nghi(2000),如即£y　aa/　加卯g　6'/aθ加c狗j,洵c,Nha　xuat　Ban　D･ai

Hoc　Quoc　Gia　Ha　Noi,　287p｡(『大学教育の品質管理,J)
3今日のベトナムでは､人気の高い外資系企業や国際機関に就職希望する場合､大卒資格では十分とは

いえない｡経済的に余裕のある家庭め子女は､別の専門分野の学士犀程の夜間コースを受講したり､欧米

の大学院に私費留学することは珍しくない｡大学と専門学校(幕学､簿記､情報処理などの特定スキルを

学ぶ学校)をかけもちする､いわゆる｢ダブルスクール｣も日常化している｡反面､親職に央敗レて､ア

ルバイトで生計を立てる大卒者も珍しくない｡アルバイト収入は片あたり数十ドル程度であるが､外責系

企業に就職した場合､初任給が200ドルを超えるケースもある｡学暦と資格による所得格差は拡大する一
方である｡なお､ベトナムでは公式の失業率統計は存在しない｡先進国と異なり､｢失業Jの解釈･定義

が一様でないためである.｡‥　　　ハ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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ることすら容易ではない｡ロナルド･ドーアの｢学歴病｣理論に照らして言えば､今日の

ベトナム高等教育はまさにその典型例な症伏を示しているといっていい4.市場経済化が

もたらすこうしたリスクをどうやって最小限に抑え､同時に高等教育の質的向上を持続的

に達成することが､ベトナム政府･大学に求められている｡こうした問題を解決するため

の明確な処方追､依存できる特定の外国教育モデルはもはや存在しない｡どのような高等

教育戦略を描いていくのか､そのイニシャティヴはペトナム人自身の手にある｡

4よ《知られているように､イギリスの社会学者ロナルド･ドーア(Ronald｡P｡DQre)は､経済発展険階

が遅れた国では､労働市場が成熟する前に高等教育の大衆化が政治的手段によって行われるので､高等教

育への進学圧力は労働市場におけるマンパワー需要を上回るようになり､結果として大卒者のインフレ状
態を招《とする､いわゆる｢学歴病｣(肘plo孤a　d.ise､ase)理論を提唱した｡ロナルド･ドーアく19郭)(松

居弘道釈)r学歴社会　新しい文明病』岩披書l店同時代ライブラリー､397頁(累著の初版は1976年)｡
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狗77£Nha　xuat　Ban　Dai　Hoc　Quoc　Gia　Ha　Noi.
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Thanh　Nghi　(2000),如皿£y　aar　加卯gの即加c狗丿励c,Nha　xuat　Ban　Dai　Hoc

Gia　Ha　Noi｡
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Tran　Thanh　Nam　(chu　bien)(1995),釦勁aひ即ノV胡Gj部加c　gj即旭lびタ45-抒7幻,Nha
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2.フランス語文献

2-1..植民地政府刊行物･法規･単行本

Brosse(1925),びzle　/ln&&JR妙)rm6j)aむ/7函s哨μze″1゛“r　j)�)lic　e“加必油函eぐ7924`2匈,

Direction　de　Plnstruction　Publique,Hanoi｡

　(『インドシナ公教育改革の1年(1924~25年)』)
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　(『仏頗ハノイ大学学生便覧:法学､医学､薬学､美術､工芸美術:1939~40年』)

Gouvernement　G6n6ral　de　Plndolchine　Fran9aise　(1920,1923,　1926,　1929,1932,　1935,　1938),
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Gouvernernent　G6n6ral　de　1'lndochine　Fran9aise･　Direction　G6n6ral　de　Plnstruction　Publique
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2-2.論文
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3.英語文献

3-1.ベトナム国内で刊行されたもの

単行本
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£面caM卯a�rrajが刀gj)行edary,Education　Publishing　House.

Pham　Minh　Hac (1996),

The　Gioi　Publishers｡

附e加皿's£面ごa//朗丿乃eC訂r郎r杓幻り卯a�戸�肘e片GμΓぽ
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3-2.アメリカの大学における学位論文
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3-3.ベトナム国外で刊行されたもの(アメリカ学位論文を除《)

単行本
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ed｡)勁e　Gr∂幻カθハS∂ぴ/加a幻おja刀陥/yersμjaj£如郎幻卯即慧邸r朗如行心/加刀,

Regional　lnstilute　of　Higher　Education　and　Development,　Singapore,pp｡23-36.
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4.日本語文献

4-1.ベトナム関係の単行本
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坪井善明(1991)『近代ヴェトナム政治社会史』東京大学出版会｡

瀋佩珠著､長岡新次郎･川本邦衛編(1966)『ヴェトナム亡国史他』平凡社東洋文庫73.
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4-2.ベトナム関係の論文
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