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敵が破壊しても、われわれは進む 

―ベトナム北部ターイグエン省退役軍人達の戦争の記憶― 
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はじめに 

 本研究ノートは、筆者が研究代表者をつとめる科学研究費補助金（基盤Ｃ）の研究プロジェ

クト「ベトナム国内での聞き取り調査によるベトナム戦争の記憶の研究」（課題番号 20510226）

による、ベトナム北部ターイグエン（Thái Nguyên）省における 2009 年 12 月 23 日～12 月

31 日の聞き取り調査をまとめたものである。 

 これまでも筆者は、ベトナム戦争の記憶に関するベトナム国内での聞き取り調査の報告を本

論集などに幾つか発表してきた。今回の聞き取り調査も基本的問題意識（抗仏・抗米戦争を通

じてのベトナム社会の国家化・国民化）は従来と変わらないものの、今回は特にベトナム戦争

中における中国軍のベトナム国内での駐留の様相を聞き取り調査で確認したいという問題関心

があった。ベトナム戦争中の中国の北ベトナムへの支援（物資・武器の供給）はよく知られて

いるが、ベトナム国内への中国軍駐留については、ベトナム戦争後のベトナム国内ではあまり

公然と触れられることはなく、いわばタブー扱いのようになってきたともいえる。われわれも

長いこと、このことについて具体的に知るところが殆んどなかったのであるが、朱建栄氏の研
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究［朱建栄、2001：371］によって、延べ 32 万人もの中国軍が駐留していたことが明らかに

され、あらためてこのことをベトナム側からの資料で裏付ける必要性を痛感させられた。しか

しそれをこれまでのベトナムの公刊資料から具体的に立証するのはそれほど容易なことではな

い 1)。そこで中国軍の駐留地の一つとされるターイグエン省での聞き取り調査を実施し、証言

を拾い集めてみようと試みた次第である。 

 

1. 調査地と調査方法 

 今回の調査地はハノイ市の北隣になるターイグエン省の省都ターイグエン市（人口約 19 万

人、2009 年）である。ターイグエン市はハノイ市から約 80 キロの距離にあり、中国国境ま

では約 200 キロと比較的近い。ターイグエン省の北西部の山間部にあるディンホア（Định 

Hóa）県には、抗仏戦争期の 1947 年からベトナム民主共和国政府が疎開した ATK（安全区）

があり、ここが抗仏戦争を指揮する中枢となった。56 年から 75 年までターイグエンはベトバ

ク（越北）自治区の１省に属し、ターイグエン市がこの自治区の首府となり、ベトバク地方さ

らには北部山間部地方全域の中心地となった。そのため大学・高等専門学校が数多く開校され、

その数はハノイ市、ホーチミン市に次いで国内３番目である。また、59 年に国内初の鉄鋼コ

ンビナートが建設され、工業都市としても重要な位置を占めている。ターイグエン省は人口が

約 112 万人（2009 年）で、キン族が約 73％を占め、次いでタイー族が 11％、ヌン族約６％、

サンジウ族約４％、サンチャイ族約３％などとなっている。ATK が置かれていたディンホア

県だけで見てみると、タイー族は 41.1％を占めている 2)。 

 ターイグエン市での聞き取り調査は、2009 年 12 月 24 日から 12 月 28 日までの５日間、タ

ーイグエン省退役軍人会事務所のある省人民委員会の社会・労働・傷病兵局ビル内の会議室で

行なった。インタビュイーは省退役軍人会に斡旋していただき、会議室で１人～３人ずつ、聞

き取り調査を実施した。インタビューには質問票は用いず、インタビュイーには生い立ちから

戦争に参加した時期までについて自由に語っていただき、随時こちらで質問をした。インタビ

ューの使用言語はベトナム語である。インタビュイーの許可を得て、インタビューは録音し、

さらに後日、それをテープ起こしし文字資料にもしている。これらによって、第三者の人にも

本稿の記述内容をチェックすることが可能となっている。下記の表はインタビュイーの一覧で

あるが、①～⑱は退役軍人でベトナム退役軍人会会員である。⑲～㉒は元青年突撃隊員（うち

２人は退役軍人でもある）である。一覧表の順番はインタビュー順ではなく、生年順に並べ替

えてある。インタビュイーは全員男性で、佐官クラスの人が多い。軍隊では士官以上は原則、

共産党員であり、インタビュイーの退役軍人は⑪を除き、共産党員である。⑧のタンは少数民

族のタイー族であるが、それ以外の人はキン族である。また今回のインタビュイーの中には、
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54 年ジュネーブ協定調印直後に南から「集結」した人は含まれていない。 

 

 名前 生年 入隊時 退役時 終

階級 

南の戦場等への出征 備考 

① ドゥオン 1930 年 1948 年 1989 年 大佐 1972年（クアンチ、南ラオス） ソ連留学中止 

② ラウ 1933 年 1947 年 1982 年 少佐 1968 年（ケサン、クアンチ、

南ラオス、中部高原、サイゴ

ン） 

中国留学 

③ キー 1935 年 1954 年 1986 年 大佐 1965 年（ホーチミン・ルー

ト第 12 兵站所、クアンチ、

サイゴン） 

 

④ ゴアン 1936 年 1954 年 2003 年 大佐 1969年（クアンチ、中部高原） ソ連留学 

⑤ チン 1939 年 1963 年 1988 年 中佐 1966 年（タイニン）  

⑥ ダイ 1940 年 1959 年 1995 年 大佐 1967 年（ヴィンリン、クア

ンチ、フエ、サイゴン 

 

⑦ カン 1943 年 1962 年 2000 年 大佐 1966 年（中部高原、ロクニ

ン） 

キューバ軍事

顧問（87～90

年） 

⑧ タン 1944 年 1971 年 ？ 大佐 1972 年（中部高原） タイー族。ソ

連留学 

⑨ フン 1947 年 1966 年 1974 年 無線技

術准尉 

1968 年（ケサン、クアンチ）  

⑩ ジエン 1947 年 1966 年 1985 年 上尉 1966 年（クアンチ、南ラオ

ス、中部高原、クチ） 

 

⑪ ザン 1949 年 1968 年 1975 年 中士 1968 年（タイニン） 捕虜（70～73

年） 

⑫ クイ 1949 年 1966 年 1999 年 中佐 1968 年（ホーチミン・ルー

トで輸送部隊に従事） 

 

⑬ トゥオン 1950 年 1969 年 2003 年 大佐 1970 年（南ラオス、クアン

ナム、中部高原、ダナン） 

 

⑭ ロン 1950 年 1968 年 1990 年 少佐 1968 年（タイニン）  

⑮ クイット 1950 年 1968 年 1991 年 中佐 1969年（タイニン、ティエンザ

ン） 

 

⑯ チャン 1952 年 1970 年 2009 年 大佐 1971年（クアンチ、中部高原、

クアンガイ、クチ、サイゴン） 

 

⑰ ホン 1953 年 1971 年 2006 年 大佐 なし（北部の訓練部隊に勤務）  

⑱ ルオン 1954 年 1972 年 2009 年 大佐 なし  

元青年突撃隊隊員 

⑲ トゥアン 1939 年 1958 年     

⑳ ビン 1942 年 1963 年 

 

1971 年

（軍除隊）

？ 1965年（クアンチ、南ラオス） 65 年から軍

隊に移る 

㉑ グエン 1947 年 1965 年     

㉒ ティー 1947 年 1966 年 1974 年 

（軍除隊）

？ 1967 年（南ラオス、トゥア

ティエン） 

67 年から軍

隊に移る 
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2. 抗仏戦争（1946～54年）と「匪賊」の記憶 

 今回のインタビュイーのうち、抗仏戦争に参加した人は４人いる。ターイグエン省は、上述

したように、ベトナム民主共和国政府が疎開していた地であり 3)、それにまつわる記憶や当時

のベトバク地方の状況、ディエンビエンフー作戦の記憶などを以下でまとめておきたい。 

 ドゥオン（①）は仏領期の学校に４年生まで通い、今でもフランス語を若干覚えている。47

年にフランスがベトバク地方を攻撃してきた時に地方ゲリラに参加した。その頃、民主共和国

政府は ATK（安全区）を防衛する中団 4)の兵士を募集しており、ドゥオンは家族の反対を振り

切って応募した。48 年のことだった。抗戦は難渋した。兵士はお米をズボンに詰めて出征し、

家に残る人はお粥とキャッサバで凌いだ。出征してからも筍で米に代替することが多かった。

服は 初のうちは私服だった。とにかくあらゆるものが不足していた。当初、銃は一人一丁な

かった。銃は敵から奪取し、また蒋介石軍から買った。銃剣がわりに竹槍をつけることもあっ

た。50 年以降、社会主義諸国の支援が得られるようになり、ポーランド製の服が支給された。

ドゥオンは 51 年から第 246 中団に所属して戦闘に加わり、バクニン、バクザン、ヴィンフッ

ク、ソンタイなどハノイの北部諸省で戦った。54 年のディエンビエンフー作戦の時は、作戦ル

ートの確保・防衛のため、「匪賊」を討伐した。ディエンビエンフーの勝利後、首都ハノイ解放

に向かったが、ラオカイでチャウ・クアン・ロー（Châu Quán Lồ）などの蜂起が、さらにハ

ザンでメオ族王ヴオン・チー・シン（Vương Chí Sình）の蜂起が発生し、それらの「匪賊」

討伐に 56 年までかかった。 

 ラウ（②）は、全国抗戦の日（46 年 12 月 19 日）、ハノイからハタイに疎開したが、翌年初

にトゥエンクアン省で中隊長をしていた父に会いに行き、そのまま軍隊に入った。ラウは学歴

が高く、フランス語も読めたので、連絡通信を担当した。ハノイが占領された後、47 年４月・

５月にはトゥエンクアンも攻撃され、民主共和国軍は「焦土抗戦」で抵抗した。49 年・50 年

には国防省供給総局に勤務した。当時、国防省は改編がすすめられていて、参謀総部、政治総

局、供給総局（後の後勤総局）があった。51 年には軍装計画が立てられた。後方勤務ばかりだ

と、解放時に恥ずかしいので、ラウは上に直訴して、前線に出してもらうことにした。53 年４

月、人民軍隊 初の高射砲部隊に配属された。新しい兵種を学ぶために、ラウは中国に渡り、

南寧で３か月訓練を受けた。訓練の時、砲車はソ連製であった。中国軍は食事など面倒をよく

みてくれた。53 年８月に帰国。当時、６個高射砲小団があった。砲車は偽装され、列車で中越

国境を越えた。フランスが制空権を握っていたため、高射砲は人民軍隊にとってきわめて重要

だった。ラウの高射砲部隊はディエンビエンフーの戦いに 56 昼夜参加した。彼の所属する第

210 中団は敵機 15 機を撃墜した。 

 キー（③）は７年生を終えて 51 年に大学予備校の入学試験に合格したが、経済的理由等に
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より入学せず、その後、青年突撃隊に志願した。母親は入隊を許さなかったが、キーは家を飛

び出して入隊した（53 年）。フート省に到着すると、すぐに軍隊へ異動となり、2 か月の訓練

を受け、ディエンビエンフーの戦いに参加。第 209 中団に配属された。この中団はヒムラムの

丘の戦いの口火を切り、さらに敵本営を攻撃しカストリ将軍を捕えた部隊である。キーは歩兵

として、戦闘中は終日塹壕ですごし、接近する敵には手榴弾で応じた。キーの部隊の犠牲はき

わめて大きかった。ディエンビエンフーの戦いの勝利後、キーの部隊はフート省に戻る途次、

ソンタイ地方の「保皇」を称する王党派と激戦を交え、キーの小隊は３人しか残らなかった。 

 ゴアン（④）は 52 年、15 歳の時、地元の救国青年団に加入した。54 年、兵士への志願を募

る通達が回ってきたが、青年達はだれも手を挙げようとしなかったので、彼が志願した。兄・

姉にかわって出征し、ディエンビエンフー作戦の後方支援に従事した。 

 以上４人の語りから、出征にあたって家族の反対などがあり、兵士の動員が必ずしもスムー

ズにはいっていなかったことや、この段階の軍隊は志願制で、形成過程にあり、50 年から外国

の援助が入るようになって、状況が好転したことが窺える（軍事義務制度による第１期生は 59

年からで、⑥のダイがそうである）。またディエンビエンフーの勝利後でも、国内にはまだ反体

制的な「匪賊」が跋扈しており、それらの「匪賊」の討伐に忙殺されていたことが判明した。 

 

3. ソ連留学と「修正主義」批判の影響 

 1950 年代末からソ連は米ソ緊張緩和をねらいとする平和共存政策を打ち出し、59 年にはフ

ルシチョフが初めてアメリカを公式訪問した。当時ソ連・東欧に留学していたベトナム人の中

には、このようなソ連の「修正主義」の思想的影響を受ける人もいた。一方、同年、ベトナム

労働党は政治局 15 号決議により南の武力解放を目指すことを決定し、ソ連との関係で矛盾が

生じるようになった。60 年代に入ると、中国もソ連の「修正主義」批判を展開するようになっ

た。民主共和国において戦争の雰囲気が高まっている中で、63・64 年に「反修正主義」のキャ

ンペーンが繰り広げられ、テト攻勢の前（67 年）に「修正主義者」への取り締まりが強化され、

軍人を含め多数の人が処分された 5)。この事件は党・国家の高級幹部多数を含む大きな事件で

あったのにもかかわらず、ベトナム国内の公刊文献では従来あまり言及されていない。今回の

調査では、ベトナムでの「修正主義」批判の動きについて、若干ではあるが、証言を拾うこと

ができた。これらの証言から、62 年前後より一部の人を除き、一時期、民主共和国ではソ連留

学が控えられていたことが裏付けできた。 

 今回のインタビュイーのうち、ソ連留学経験者が２人いるが、そのうちの１人が 60 年代前

半に留学している。また同時期に留学予定だったが取り止めになった人が１人いる。この２人

はいずれも「修正主義」批判のあおりの体験者である。 
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 ドゥオン（①）は 62 年に小団の政治員をしている時、ソ連留学する予定であった。しかし

「修正主義」の事件が起き、党は軍事技術幹部については引き続きソ連留学させたが、政治幹

部は国内の政治学院入学に切り替えため、ドゥオンのソ連留学は中止になったという。ドゥオ

ンは政治学院で２年間学び、その後政治学院の教員として勤務した（64～70 年）。 

 ゴアン（④）は 60 年にハノイから中国経由で列車を乗り継いでソ連に留学した。ロシア語

はソ連へ行く途次、学んだ。ソ連留学の目的は機甲部隊士官として戦車の技術・戦術を修得す

ることであった。ゴアンはソ連に行って初めて戦車を目にした。彼の留学中に、フルシチョフ

の個人崇拝と「修正主義」が激しくなり、ベトナムの自主性を保持するため、また南ベトナム

での情勢も風雲急を告げていたこともあり、１年前倒しで 64 年８月に帰国したという。 

  

4. ベトナム戦争における南の戦場の記憶 

4.1. 北から南への出征 

 今回のインタビュイーのうち、ベトナム戦争の戦闘に参加した 18 人（①～⑯、⑳と㉒）は

全員、南の戦場に行っている。南への出征時期を見てみると、 も早いのが 1965 年（２人）

で、あと 66 年（３人）、67 年（２人）、68 年（５人）、69 年（２人）、70 年（１人）、71 年（１

人）、72 年（２人）となっており、60 年代前半以前に南に出征した人はいない。インタビュイ

ーはみな北出身であり、南からの「集結」者はいない。これは、北から南への兵員の投入は、

60 年代半ばまでは南出身の「集結」者が中心で、北出身者の投入は主に 60 年代半ば以降であ

ったというこれまでの調査結果［今井、2011］と符合する。 

 も早く 65 年に南の戦場に入っているのはキー（③）とビン（⑳）である。66 年はチン（⑤）、

カン（⑦）、ジエン（⑩）である。チン（⑤）は、ホーチミン・ルートを４か月かけて南下し、

カンボジアと国境を接する東南部タイニン省に出征した。テト攻勢（68 年）後、彼は異動して、

北から来た新兵の訓練に携わるようになった。北から来たばかりの新兵は、ぼーっとしていて

敵の砲撃でよく死んだという。ジエン（⑩）は 66 年に暫定軍事境界線地方のベンハイ河北岸

ヴィンリンに駐屯し、67 年の３月と６月には河を渡って南のドンハーまで攻め入ったこともあ

った。67 年組にはダイ（⑥）、ティー（㉒）がいる。 

 68 年組はラウ（②）、フン（⑨）、ザン（⑪）、クイ（⑫）、ロン（⑭）である。クイ（⑫）は、

国道８号線と 12 号線の軍事輸送に従事した。北からは武器・食糧等を南に輸送し、逆に北に

行くトラックには負傷兵や破損品を積んだ。69 年組はゴアン（④）、クイット（⑮）である。

ゴアン（④）の戦車部隊は 69 年に南に入ったが、クアンビン省（北部）のホー村からキャタ

ピラでホーチミン・ルートを下った。ヴァイ村では初めて北の戦車部隊が姿を現したので、敵

は不意を突かれて反撃できなかったという。それで南ラオス、クアンチ、中部高原のダックト
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ー・タンカインの戦いでは敵も対戦車兵器を用意するようになったという 6)。クイット（⑮）

は 69 年に、ハティン省から徒歩でホーチミン・ルートを南下し、６か月かけてタイニン省に

到着した。途中でマラリアにより死亡した人も多かった。彼によれば、この時期、南の司令部

は北の兵士をメコン・デルタの戦場に投入することを要求していたという。上述のチン（⑤）

とクイット（⑮）の言からすると、テト攻勢後に東南部、さらにはメコン・デルタへの北から

の兵士投入を増加させたのではないかと思われる。 

 70 年組はトゥオン（⑬）である。彼は体育大学在学中の 69 年に学徒動員した。彼の学科は

100 人以上の学生がいたが、３分の２が同時に入隊した。彼が 初に配属された小団は殆んど

大学生・高等専門学校生だった。69 年末か 70 年初、南に向けて出発し、ラオスを経由して 3

か月後、中部の第５軍区に到着した。71 年組はチャン（⑯）、72 年組がドゥオン（①）、タン

（⑧）である。タンは 71 年、地質鉱山大学５年生の時に入隊し、中部高原のコントゥムの戦

場で 72・73 年と戦った。なかでもノンヌオックの戦いが も激しく、死体が回収できないほ

どだったという。 

 ホン（⑰）は出征したのは 71 年８月で、いわゆる「戦争のベトナム化」の時期だった。彼

自身は北の訓練部隊に勤務していたため南の戦場に出征していない。彼によれば、当時、兵士

を動員しなければならないため、兵士の募集が１年に何度もあり、４・５回に及ぶこともあっ

たという。トゥオン（⑬）、タン（⑧）のように学徒動員もされたことを考えあわすと、69 年

以降、北での徴兵状況はかなり逼迫していたのではないかと推測される。 

 

4.2. テト攻勢（1968 年）とその直後 

 68 年のテトの際に、解放勢力側が南の諸都市に一斉攻撃を仕掛けたテト攻勢は軍事的には必

ずしも成功はしなかったが、政治的には強烈なインパクトを与え、ベトナム戦争の大きな転換

点となった。以下のインタビュイーの語りに見られるように、テト攻勢直後のしばらくの間、

サイゴン政府軍・米軍の強力な平定作戦の前に解放勢力側は劣勢を余儀なくされた。 

 チン（⑤）は、カンボジアと国境を接する東南部タイニン省でテト攻勢に参加した。彼の第

165 中団は、２日間何も食べないで戦い続け、540 人の戦死者を出した。テト攻勢後の敵の平

定作戦は激しく、武器の供給も十分ではなかったので、カンボジアに避難した。ロン（⑭）は

テト攻勢後の 68 年 12 月に南に向けて行軍を始め、タイニン省に集結し、第９師団に編入され

た。敵は、テト攻勢後、サイゴン北方の戦線を強化してきたが、それらの基地を叩き潰すのが

ロンの部隊の任務だった。69 年５月のドンバン基地攻撃が 大の戦闘だった。解放勢力側の戦

闘方針は、敵軍と離れていると敵の優位な火力を使用されてしまうので、持久戦・白兵戦・接

近戦に持ち込むことであり、また連続的に攻撃して敵を休ませず、援軍を間に合わせなくする
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ことであった。ロンの部隊は時にはカンボジアに避難しながら戦闘を続けた。クイット（⑮）

はメコン・デルタのキエンザン地方で戦っていたが、テト攻勢後の 69～72 年はとても激しい

攻撃を受け、劣勢を余儀なくされた。この時期の戦死者は多く、730 人いた部隊が 50～60 人

しか残らなかった部隊もあったという。 

 キー（③）は、65 年に南に入り、中部のホーチミン・ルート第 12 兵站で後方支援にあたっ

ていた。彼は、テト攻勢の時にフエ市への補給を担当したが、食糧・食品、弾薬が十分補給で

きればフエ市を保持できたのに、それが不十分だったので撤退せざるをえなかったと述懐した。

ジエン（⑩）もテト攻勢の時にはレ・カー・ヒュウのいた第９中団に属し、フエでの戦いに加

わった。テト攻勢後、山間部のアルオイ県に退いたが、平野部は敵が席巻し、北からの物資の

供給がなくなり、部隊は飢えるようになった。69 年は想像を絶する飢えに襲われ塩もなかった。

ジエンはキャッサバを盗んで食べたこともあったという。そのため 69 年に部隊は北のクアン

ビン省に撤退し、９か月間勢力を培った。翌 70 年にラオスに進軍し、72 年まで駐屯した。ラ

オスでは食糧が十分にあった。ラオスでは、ヴァン・パオ軍、サイゴン政府軍、さらにはタイ

国軍とも交戦した。ダイ（⑥）の話では、テト攻勢後、敵は北緯 17 度の暫定軍事境界線を越

えて攻めてくることもあった。フン（⑨）は 68 年に南に入り、ケサンの戦いに参加した後、

B5（国道９号線とクアンチ省北部）司令部で通信士を 69～72 年までつとめた。69～70 年の時

期、敵は北を限定爆撃していたが、南での爆撃は熾烈で、米の供給は途絶しがちで食糧不足に

陥り、野草を食べてご飯代わりにした。ドンハー、クアンチなどでは負傷兵もお粥と野草のみ

だった。物不足とマラリヤが蔓延し、彼自身もマラリアにかかり、体が衰弱して、73 年には北

に戻らざるをえなくなった。中部の第５軍区に駐屯していたトゥオン（⑬）はこう述べる。テ

ト攻勢後、中部の戦場はきわめて劣悪になった。戦闘で勝っても食糧・弾薬の補給が続かなか

った。それで 70 年７月、トゥオンの部隊はラオス領内に集結し、71 年の南ラオス作戦に参戦

し、中部高原のコントゥムを経て、71 年７月にクアンナム省に戻った。以上見てきたように、

東南部においても中部においても、テト攻勢直後、解放勢力側はかなり追いつめられ、北やラ

オス、カンボジアに一時避難するケースが多かった。 

 このような情勢は、トゥオン（⑬）によれば、中部では 72 年から変化した。71 年以前、解

放勢力側は「攻撃して撤退」していただけであった。つまり村を襲撃して解放し、農民を外に

連れ出して新しい村をつくった。主力部隊は村内にゲリラ勢力を扶植して武装化し、それが済

むと約 20 キロ離れたジャングルに撤退していた。その頃の任務は人民を解放するだけで、土

地の解放までは考えていなかった。72 年４月から任務が少し変わった。解放区の拡大が目標と

され、クアンナム省西部から敵を駆逐することになった。72 年８月までには、クアンナム省西

部の主な所はすべて解放された。その背景には勢力圏を拡大してパリ和平交渉を有利に進めた
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いという思惑とともに、補給状況の改善もあった。72 年からラオス経由で米・弾薬が自動車で

輸送できるようになった。以前は、人民の協力を得て、兵士が平服に偽装して、米はクアンナ

ム省平野部から、物資もダナン市近辺から現地調達していたが、72 年からは北からの供給が始

まった。トゥオンによれば、72 年頃まで彼の部隊には正規の軍服がなく、ゲリラみたいな恰好

をしていたという。 

 

4.3. パリ和平交渉とクアンチの戦い（1972 年３月～６月） 

 パリ和平交渉も終盤に入ると、交渉を有利に進めるために、戦場での駆け引きも活発になっ

た。その代表的な戦いが南ベトナム 北端のクアンチの戦いである。この戦いは解放勢力側の

犠牲が余りに大きかったことで、戦後も議論の的となった戦いである 7)。 

 ドゥオン（①）の属していた第 308 師団はベトナム人民軍隊 初の主力歩兵師団で、主要任

務は北の防衛であったが、68 年から南の戦闘に参加し、ケサンの戦い（68 年）、南ラオスの戦

い（71 年）、クアンチの戦い（72 年）に参戦した。ドゥオンはクアンチ城の攻防 81 日間を経

験した。この戦いはパリ会談におけるレ・ドク・ト政治局員の交渉に影響が大きいとして、政

治的思惑のために激しい戦いになったとドゥオンは指摘する。この戦いでは、一時、解放勢力

側がクアンチ市を占拠・解放したが、サイゴン政府軍・米軍もＢ52 などによる空爆と艦砲射撃

などにより必死の反撃をし、クアンチ市を奪回した。この激戦で、ドゥオンの小団約 500 人余

りは、撤退する時には生存者がわずか 48 人のみだった。ドゥオンによれば、当時、幹部だと

されたのは中隊長からで、１個小団には 10 数人の中隊長と数人の大隊長がいた。クアンチの

戦いでは、副中隊長以下殆んどは北から来た学徒兵の新兵で、応急処置的に兵士の補充がなさ

れた。そのため犠牲も多かった。クアンチの戦いの後、第 308 師団は北の防衛に戻った。チャ

ン（⑯）は、入隊した翌年の 71 年にクアンチに入り、クアンチの戦いに参加した。72 年８月、

北のクアンビン省に撤退し、1 か月静養した後、中部高原のコントゥムに向かい、ダックトー・

タンカイン等の戦いに加わった（73 年）。チャンは翌年にはクアンガイ省の戦場に転戦した。

クアンガイの戦場はクアンチほど激戦ではなかったという。 

 ラウ（②）は輸送部隊として、68 年に第 308 師団をケサンに運んだ。南ラオス、クアンチ

の戦いでも輸送を担当した。キー（③）は補給部隊としてクアンチの戦いに参加した。この戦

いは南ラオスの戦いよりも激戦で、Ｂ52 が絨毯爆撃し、死者が多数出た。次々と兵士が補充さ

れたが、弾薬は不足気味だったという。クアンチの戦い後、キーの部隊はラオス、カンボジア

に渡った。ゴアン（④）は戦車部隊としてクアンチの戦いに参加したが、B52 の絨毯爆撃に苦

しめられた。ダイ（⑥）は 67 年からベンハイ河北岸ヴィンリンの高射砲大隊に属していたが、

クアンチの戦いの初期に参加した。ルオン（⑱）はクアンチの戦いの時はまだ入隊しておらず、
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その年の暮に入隊したが、それでもクアンチの戦場のために３か月の速成訓練を受けた。ルオ

ンはクアンチ行きを志願したが、軍隊と国の政策で引き留められた。というのは激戦のクアン

チの戦場には、家族のうち、兵士の兄と青年突撃隊の姉が既に出征していたので、軍上層部が

配慮したのだった。 

 以上から、クアンチの戦いでは北からの正規軍が主体となって戦い、補充された一般兵士は

北からの学徒兵の新兵が多かったことが明らかになった。クアンチの戦いで解放勢力側の払っ

た犠牲は大きく、そのためクアンチへの出征者の人選に配慮せざるをえないほどだった。 

 パリ協定（1973 年１月）調印により、停戦と米軍の撤退などが取り決められた。ティー（㉒）

は、パリ協定後、長期間戦場にいた人を優先的に北に戻す第一陣として 73 年に北に引き上げ

た。しかしそれで戦闘が止んだわけではなかった。協定により双方の協議の場として「和合の

館」が設置されたが、ダイ（⑥）によれば、ここで行われたことは、パリ協定の違反の点検と

相互の宣伝合戦だった。解放勢力側は「ベトナムは一つ」といい、サイゴン政府軍側は「北が

南を侵略している」と主張し合ったという。トゥオン（⑬）は中部クアンナム省に駐屯してい

たが、パリ協定調印時には解放勢力側はクアンナム省西部全域を解放していた。協定後も、攻

撃できる条件があれば攻撃し、人民と土地を獲得しようとしていた。敵も同様に戦闘を継続し

ていた。73 年、解放勢力側は中部各省の解放区を拡大していった。ジエン（⑩）の部隊は、73

年３月のラオス停戦協定後、同年末にラオスからベトナム南部に戻り、中部高原で戦闘を続け

た。 

 

4.4. 1975 年春の大攻勢 

 75 年春の大攻勢により南の完全解放が目指され、ホーチミン作戦（75 年４月 26～30 日）で

サイゴンが陥落し、ベトナム戦争は終結した。今回のインタビュイーの多くもホーチミン作戦

に参加しており、その記憶は日時まで鮮明である。サイゴンが陥落したといっても戦火は完全

に止んだわけではなかった。サイゴン政府軍の残党、中部高原の少数民族の反体制組織 FULRO

（被抑圧諸民族闘争統一戦線）、カンボジアのポル・ポト軍との戦闘が直ちに始まっていた。 

 ラウ（②）は、輸送部隊として 74 年に再び南に入り、中部高原を経て、75 年４月 30 日に

サイゴンに入った。自動車 300 台の輸送部隊で、主に砲弾を運んだ。クイ（⑫）の輸送部隊は、

サイゴンに向かう戦車部隊にガソリンを供給する任務を担当した。キー（③）の所属する中団

は第２軍団の輸送部隊として、４月 30 日にサイゴンに入り、彼は自動車に乗って独立宮殿に

入った。またサイゴン政府軍参謀本部の攻撃にも加わった。ダイ（⑥）も第２軍団の一員とし

て、フエからサイゴンに向かい、独立宮殿に突入した。タン（⑧）はホーチミン作戦には参加

したが、サイゴン攻略には加わらなかった。サイゴンの西側ルートから入り、タンソニャット
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空港に 15 日間駐屯し、その後、中部高原に戻った。ジエン（⑩）の部隊は 75 年初に中部高原

のザライからバンメトートにいたるルートの防衛にあたっていたが、３月にはバンメトート攻

略に加わった。４月 28 日にサイゴンに向けて行軍を始め、29 日５時 15 分には敵の第 25 師団

のいるドンズー基地への攻撃を開始した。同日、同基地を占拠し、さらにビンズオンの三叉路

まで進軍した。そこで独立宮殿突撃部隊の予備軍として待機していた。30 日 11 時 30 分にズ

オン・ヴァン・ミン将軍投降の知らせを聞き、みんなで喜び握手した。ドンズー基地に５月 16

日まで駐屯し、その後バンメトートに戻り、FULRO の討伐にあたった。チャン（⑯）の部隊

も３月のバンメトート解放作戦に参加し、ホアビン飛行場を攻撃した。 初の数日は敵の抵抗

も強かったが、その後敵は急遽撤退してしまった。それから国道１号線を南下しロンカインを

攻撃し、４月 30 日にサイゴンに入る予定だった。チャンの属す第３軍団は、クチ、チーホア、

ドンズーを攻撃し、ドンズーの戦いは 後の戦いであったが激戦で、味方の犠牲は大きかった。

チャンは 75 年６月からクチ県の県委員を約１年間務め、76 年６月から 77 年６月までは中部

高原のダクラクにて FULRO の討伐に携わった。  

 トゥオン（⑬）の部隊は中部クアンナム省にいて、３月 10 日ティエンフオック、３月 24 日

タムキーを攻略して制圧し、クアンナム省とクアンガイ省の南北間の往来を遮断した。３月 29

日にはダナンを攻撃した。サイゴン解放には参加しなかったが、解放後、ダナンとタムキーの

暫定軍事支配に携わった。クイット（⑮）はメコン・デルタのティエンザンにいて、ミートを

占領した。５月 15 日にミートでの戦勝式典に列席したが、翌日にはタンチャウに向かい、ポ

ル・ポト軍と戦った。またその近辺にサイゴン政府軍の残党がいたので掃討し、捕えて改造キ

ャンプに送った。 

 

5. カンボジアの「聖域」と「国境戦争」の記憶 

 今回のインタビュイー達にとって、カンボジアの記憶とは「聖域」と「ベトナム・カンボジ

ア国境戦争」（1977 年４月～79 年１月）8)の記憶であった。カンボジアはベトナム戦争中、70

年まで、解放勢力にとって、行軍ルート、物資調達地、避難場所の「聖域」としてきわめて重

要な役割を果たしていた。チン（⑤）はカンボジア国境の東南部タイニン省でテト攻勢に参加

したが、テト攻勢後の敵の平定作戦は激しく、武器の供給も十分ではなく、カンボジアに避難

した。70 年以前はカンボジア領内に行けば、敵は攻撃できなかった。カンボジア領内には食糧

も十分にあり、より快適だったという。70 年にロン・ノルのクーデタの後、カンボジアにも戦

火が広がると、解放勢力はタイニン国境のカンボジア領内６郡に６大隊を設立し、チンはその

連絡委員長となった。同じくタイニン省に駐屯していたロン（⑭）も、70 年までカンボジア領

内に逃げ込めば、敵は攻められず、そこで息抜きをしたという。また、タイ国の物資・生鮮品
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はみなカンボジア人が持ってきて、後方支援部隊に売っていた。ロンの部隊も戦闘後はカンボ

ジア領内の市場に行って交易をした。ロン・ノルのクーデタ後は、その拠り所を失ってしまっ

たという。さらに、ロンは 70 年に戦闘中負傷するが、カンボジア領内にある野戦病院で手術

した。傷は癒えたが、戦闘できる体ではないので、北に戻ることにした。タイニンからラオス

経由で北のクアンビンまで、数か月間、杖をついて歩いて戻った。72 年のことであった。 

 今回のインタビュイーのうち４人がポル・ポト軍との交戦を経験している。彼らへのインタ

ビューによれば、ベトナム戦争終結直後からポル・ポト軍と衝突が生じるようになっていた。

クイット（⑮）は終結直後の 75 年５月に交戦している。彼によれば、77 年４月、ポル・ポト

軍が西南国境全域を攻撃してきて、多くのベトナム人を殺戮したので、彼の所属する第 330 師

団はアンザン省のチャウドックとティンビエン防衛の任務を負った。ポル・ポト軍と米軍はま

ったくタイプが異なり、 初はベトナム軍の被害は大きかった。師団から多数の逃亡者も発生

した。78 年 12 月にカンボジアに進攻し、クイットの部隊はポチェントン空港を制圧したが、

プノンペンは死の街で人がいず、犬だけしかいなかった。カンボジアの人々はベトナムを恩人

と見なしてくれたという。77 年６月まで中部高原で FULRO 討伐にあたっていたチャン（⑯）

は、翌７月にタイニン省サマットに向かい、翌年までそこでポル・ポト軍と戦った。この時の

戦いでは、タイニン省に侵入してきたポル・ポト軍を撃退し、時には追撃して 10 キロほどカ

ンボジア領内に入ることもあった。ポル・ポト軍は残虐で、サマット、ローゴー地方などに越

境してきて沢山の人を殺戮した。カンボジア進攻の際には、コンポンチャム、プノンペンを攻

略した。攻略は容易だった。しかしプノンペン解放（79 年１月７日）後、チャンの中団はポル・

ポト軍のゲリラ戦に手を焼き、79 年初は激戦で犠牲も多く、クアンチの戦いに匹敵するほどだ

った。２月 16 日、タイ国境のタサインを攻撃した後、中越戦争勃発のため、チャンは急遽中

越国境に向かった。カン（⑦）も、78 年 10 月に第 330 師団の一員としてカンボジア軍と戦っ

ていたが、翌月には中越国境に移動した。キー（③）の輸送部隊は、南の解放後、カンボジア

国境防衛の任務につき、カンボジア進攻の際には２個軍団を輸送する役割を果たした。 

 

6. ベトナム戦争中の中国軍駐留の記憶 

 ベトナム戦争中、中国から多大の援助がベトナム民主共和国に行われていたことはよく知ら

れている。キー（③）によれば、中国は主に食品、衣料を援助し、武器弾薬はソ連が多く中国

は少なかった。またトラックなどの車両はソ連製と比べ、中国製は劣っていたという。無線技

士だったフン（⑨）によれば、無線機は中国製、ソ連製、それから戦利品のアメリカ製とあっ

たが、主には中国製だったという。一方、前述したように、中国軍のベトナム駐留については

ベトナム側の資料ではあまり触れられていない。今回のインタビュイーのうち何人かがその点
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について言及しているので、それを以下で取り上げたい。 

 ドゥオン（①）は、中国軍がターイグエン省に駐留し、道路建設、防空に従事していたのを

覚えているが、当時主にハノイの政治学院に勤務していたので、直接の接触はなかったという。

タイー族のタン（⑧）の郷里の村は 79 年の中越戦争の時には中国軍の侵略を受けたが、ベト

ナム戦争中にも中国軍は駐留していたという。また国道３号線沿いの、ターイグエン市の退役

軍人会事務所から５～10 キロ離れた所にも駐屯していたのを記憶している。彼らは毛沢東の写

真と『毛沢東語録』を人々に配った。53～54 年、ディエンビエンフーの戦いの時にも大砲を携

え駐留していた。タンの村は中国軍の武器の隠し場所だったという。フン（⑨）のターイグエ

ン市内の家は、周囲が中国軍の砲陣地だったので、67 年に空爆にあって破壊され、祖父が死亡

した。ターイグエン市には鉄鋼コンビナートがあり、米軍の空爆目標となっており、中国軍は

その防空に従事していた。ティー（㉒）は、65～66 年の頃のターイグエンの状況を語ってくれ

た。その頃、中国の友軍が来て、重点地区の防衛にあたっていた。主には砲兵で、防空の任務

を帯びていた。道路建設にも携わっていた。ターイグエン地方にはダフック橋以北の到る所に

中国軍がいた。当時、ティーの属す青年突撃隊は、中国が管轄していた道路の橋、鉄道の橋の

安全を守る任務を負っていた。しかし空爆が激しく、ティーの青年突撃隊と中国軍はその修復

に追われた。中国軍は人が多く砲兵は強かったが、戦闘技術はベトナム軍ほどではなかった。

中国軍兵士の戦死者も多かった。両国の人間関係は悪くなく、水に溺れかかったベトナム人少

年を中国軍兵士が救おうとして犠牲になるなど、友好的な関係が保たれていたという。ホン（⑰）

によれば、彼の郷里のターイグエン省ダイトゥー県では、64～67 年の段階で、中国軍の部隊も

ベトナム軍と一緒になって防空戦を戦ったという。このようにターイグエン省には相当数の中

国軍が駐留して、主に防空に携わっており、ベトナム人との関係もそれほど悪くなかったこと

が窺える。ただし、中越戦争後、中国系住民への警戒が強まったことがドゥオン（①）の事例

から窺える。ドゥオンの妻は華僑であったために、彼は 10 年間、大佐のままで据え置かれ昇

進できなかったという。 

 

7. 中越国境戦争（1979 年２月 17日～３月 16日）の記憶 

 ターイグエン省は中国国境に比較的近いため、インタビュイーの殆んどは中越戦争に駆り出

されて出征していた。トゥオン（⑬）によれば、76～77 年に中越国境で問題が発生し、中越国

境地方出身者の多くは中越国境に異動するようになり、彼も 77 年７月に第１軍区に異動とな

った。トゥオンは第 126 小団・第４大隊の政治員であったが、79 年２月 18 日にターイグエン

からの出陣の命令を受けた。20 日夜・21 日、バクターイ省（当時はバクカン省とターイグエ

ン省が一つ）は、ターイグエンのすべての自動車部隊を動員し、トゥオンの小団を中越国境の
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カオバン省に輸送した。彼の小団はティントゥック錫鉱山に駐屯した。21 日、中国軍が攻撃し

てくると、トゥオンの小団は国境から 50 キロ後退して、陣形を立て直し、グエンビン県にい

た中国軍を攻撃した。一昼夜交戦し、敵は沢山の戦死者を出したが、味方の犠牲は少なかった。

３月９日か 10 日に敵が撤退し始めた。司令部の方針は、敵が普通に撤退するなら攻撃せず、

もし略奪したり人民を捕えたりすれば攻撃するというものであった。トゥオンは 80 年まで中

越国境に駐屯した。その後 83 年に再びカオバン省ハークアン県に駐屯する中団の副中団長と

して赴任した（87 年まで）。その間、中国軍との小競り合いや砲撃があり、中国軍がベトナム

領内に 17～18 キロ侵入したこともあった。上からの指令は、中国軍の砲撃してくる大砲が

100mm 以下なら反撃せず、100mm 以上なら反撃せよ、だった。ベトナム側は国境より２キロ

離れた地点に３つの砲陣地を構えていた。88 年になってようやく中越国境から主力部隊は撤退

した。 

 ドゥオン（①）は 79 年３月に第 346 師団の政治員としてカオバン省に赴き、84 年まで駐屯

した。キー（③）は中国軍を攻撃する師団の後方支援副師団長だった。キーの部隊は敵地に 30

キロ以上入り、敵軍後方を攻撃したこともあった。キーの師団の小団長は中国領内で戦死した

という。キーによれば、中国軍は人海戦術で突入してくるが、火力はたいした威力はなかった。

ゴアン（④）の第 407 戦車中団は 78 年８月から中越国境に配置されたが、彼自身は 79・80

年と研修中のため、戦闘には参加していない。カン（⑦）は 78 年 11 月に第１軍区に戻り、12

月にはカオバン省に入った。中国軍は人海戦術で攻めてきたが、ベトナム軍は接近戦で戦い、

手榴弾を多用したという。カンは 83 年まで中越国境に張り付いていた。ジエン（⑩）は、77

年にいったん除隊したが、79 年５月に、中国軍との戦いに備え再び軍隊に動員された（85 年

まで）。クイー（⑫）は輸送部隊に属していたが、78 年５月に北中部のゲアン省から移動し、

中越国境戦争の時、当初は第１軍区主力軍の、後に第３軍団の輸送を担当した。ターイグエン

市鉄鋼コンビナートの自衛民軍もカオバン省、ランソン省に駆り出された。チャン（⑯）は第

３軍団に属し、77 年からカンボジアのポル・ポト軍と戦っていたが、79 年の２月 16 日に移動

命令が出て、18 日には中越国境に向かい、19 日にはカオバン省で中国軍と戦っていた。80～

82 年は政治学院で研修したが、82～87 年にはバクカン地方の第 392 師団に配属された。89 年

に軍団が解散し、チャンはバクターイ省の省隊に異動した。 

 ホン（⑰）は第１軍区の訓練師団に属していたが、70 年代後半に中国との緊張が高まると、

訓練師団にもかかわらず彼の師団も 77 年からライチャウ省フォントーに駐屯した。中国軍が

侵攻してくると、直接戦闘に参加した。中越国境戦争に関するホンの感懐は、元々は同志・友

人だった者同士の戦いで、中国がベトナム戦争中支援してくれたこともあり、この戦争には触

れたくないのが本音で、中越戦争は自衛のためやむをえずしたものだという。ルオン（⑱）は



東京外国語大学論集第 83 号（2011）                377 

ベトバク地方の防衛を任務とする第 246 中団に属し、抗米戦争の戦闘経験はなかったが、78

年から 89 年まで中国国境の防衛にあたった。彼にとっては も長く苦しい時期だった。78 年

に北部在住の華僑達が中国に帰国している時、ベトナム側が国境に障壁や壕をつくっていると、

双方が石や爆竹を投げ合い、歩兵が小競り合いをした。79 年の中越国境戦争後も 84 年まで互

いに散発的な砲撃があった。89 年に平常化の方針が出され、軍隊も戦略を調整し、国境の部隊

を削減した。 

 中越国境戦争は 79 年の２月から３月にかけての約 1 か月間、ベトナム領内での限定的な戦

争だったとされているが、以上の証言からすると、ベトナム軍が中国領内に入って反撃したケ

ースもあり、小競り合いの戦闘は 84 年ぐらいまで続き、中越国境の緊張が緩和したのは、88

年・89 年頃であった。 

 

8. 青年突撃隊の記憶 

 今回の聞き取り調査では４人の元青年突撃隊隊員にインタビューできた。青年突撃隊につい

ては以前の拙稿［今井、2007］を参照していただきたいが、ここでは軍隊と青年突撃隊との「落

差」について着目しておきたい。 

 トゥアン（⑲）は 58 年に入隊後、ホアビン社会主義労働青年学校を経て、64 年から自動車

運転手その後指導幹部としてタインホア省以北の交通運輸を担当する青年突撃隊に所属した。

社会主義労働青年学校の生徒は主に「基本」階級と呼ばれていた貧雇農や労働者の子弟で、１

年生・２年生ぐらいの学歴しかない人が多かった。この学校は７年生の課程まで教育を施し、

新しい体制の若手幹部養成を目的としていた。交通運輸部門の人は夜間に灯りなしで輸送する

など大変苦労したが、仕事に誇りをもっていた。青年突撃隊は直接戦闘するわけではないが、

爆撃で多くの隊員が死亡した。爆撃が激しい時のスローガンは「敵が破壊しても、われわれは

修理して進む」だったが、修理もできなくなると「敵が破壊しても、われわれは進む」になっ

た。グエン（㉑）は 65 年に入隊し、 初は北部のバクカン省に、その後ホーチミン・ルート

に派遣された。隊員には２つの目標があった。１つは青年団員、党員になること。２つは補習

学級により学歴を高めることであった。当時、隊員に 初に配られた装備は、堅い帽子、２着

のカーキ服（朝鮮製かハンガリー製）、１年に２着の下着、靴とサンダル１足、２枚の毛布、雨

合羽、リュックだった。配給されるものは、１か月に石鹸１個、切手２枚、3 か月で歯磨き１

個、６か月でブラシ１個だった。隊員は手当で生活し、 初の３年間は幹部も隊員も 1 か月５

ドンだった（ただし女性は衛生費５ハオが追加）。生活は苦しく、多くの人がマラリアに罹った。 

 男性隊員の場合、青年突撃隊から軍隊に異動する場合もあった。ビン（⑳）とティー（㉒）

がそうである。ビン（⑳）は 63 年に入隊し、２年間ほどターイグエンとハノイ間の道路建設、
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荷揚げ、爆撃跡の埋め立て等に従事した。65 年に軍隊に異動し、北中部の第４軍区に赴任した。

ビンの属した青年突撃隊大隊は 100 人余りで、約８割が女性だった。仕事場から１キロ以上離

れた男女別仮設小屋で生活した。食べ物は缶詰の肉魚と乾燥した空心菜と筍で緑野菜が不足し

ていたため、みな唇が脹れていた。マラリアも蔓延し、女性隊員は入隊の翌年には婦人病に罹

り、マラリアで髪が抜ける人が多かった。ビンの大隊では、脱走した人はいなかったが、爆撃

で 22 人が亡くなった時、ショックで気が転倒してふらふらと彷徨い歩き、そのまま行方不明

になった人が何人かいた。ビンによれば、軍隊と青年突撃隊の違いは、第１に軍隊は現場での

補習学級を開講していないこと、第２に青年突撃隊は武器や軍事訓練が少なく、自衛のための

歩兵銃しか配られていないことである。食糧の支給なども軍隊の方が多かった。ビンは軍隊に

移って、待遇がよくなったと感じた。ティー（㉒）は 66 年に青年突撃隊に入隊した。 初は

地元ターイグエン省の交通・水利の保全任務についた。給料はなく、食糧も不足し生活は困難

をきわめ、爆撃が激しいと夜間に仕事をしたが、みななぜか楽観的であった。72 年にはリュウ

サー駅で爆撃を受け、ティーの大隊は 62 人が死亡した。約１年在籍して、軍隊に移った。北

で３か月訓練を受け、 初の集結地である国道９号線・南ラオスに向かった。戦後、元隊員は

退役軍人と比べると割を食っており、政府による措置も手薄であるとティーは青年突撃隊に同

情的である。 

 

9. 退役軍人達によるベトナム戦争の感懐と勝因分析 

 ベトナム戦争で味わった艱難辛苦についての感懐を退役軍人達は次のように語った。カン

（⑦）は、戦争中 も大変だったのは食糧不足で常に空腹だったことだと述べた。基本的に、

乾燥させたキャッサバ、トウモロコシを食べ、米はごく稀。あっても負傷兵優先で、肉魚も殆

んどなかった。ジャングルの獣を捕獲して食べたりした。戦闘は、空腹とマラリアほどは怖く

はなかった。キー（③）は、後方支援において一番困難なのは傷病兵の救助で、戦場での戦死

者の埋葬は棺がなく心苦しかったという。青年突撃隊隊員だったトゥアン（⑲）は多くの隊員

が爆死するのを見てきて、戦争はもう望まないと言明した。飢え、マラリアなどの病気、死へ

の恐怖がいかに兵士達を苛んだかが窺われる。 

 次にベトナム戦争の勝因について、退役軍人達がどのように考えているのかを見ておきたい。

ルオン（⑱）によれば、アメリカに勝てたのは、第１に軍隊から人民、労働者、学生まで国中

が一体となってアメリカと戦ったからであり、第２に軍隊の後方支援政策が適切だったからで

ある。南に出征した人がいる家で何かあれば、みんなで面倒をみた。グエン（㉑）も、アメリ

カに勝てたのはベトナム人民の犠牲精神、救国事業への捨身精神があったからだとする。また

ダイ（⑥）は、軍隊で軍事よりも政治が重んじられたことだとしている。軍隊に対する人民の
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支持を挙げたのはドゥオン（①）とトゥオン（⑬）である。ドゥオン（①）は、軍隊は人民が

いなければ戦うことはできず、負傷兵・戦死者の搬送も人民が手伝ってくれたという。トゥオ

ン（⑬）は、我々が戦場に存在できたのは人民が支援してくれたからであり、とりわけ軍区の

主力部隊は食糧・物資を人民に依拠していた。「戦争のベトナム化」の頃、敵は「戦略村」をつ

くり、人を集めたが、人民は犠牲を払って我々に物資を購入してくれた。我々に現金がなくて

も、請求書だけで物を売ってくれた。人民の道案内がなければ、戦闘できなかった。南の人は、

北の兵士に対して 初は反共宣伝により恐れていて、字も知らない輩だと思っていたが、接触

するにつれ理解し、信頼してくれるようになったという。わが軍隊の力の源泉は主には人民が

庇護・支援してくれたことだとトゥオンは強調した。 

 後に、ホン（⑰）は、戦勝して民族解放を成し遂げた軍人の誇りを語るとともに、退役軍

人の悪弊として、型にはまって強圧的、権威的、硬直的、命令的などの点を挙げた。また自戒

を込めて、過去を誇り過ぎないよう、戦勝に陶酔しすぎないよう、自己の犠牲や貢献を言い過

ぎないよう退役軍人を諫めた。 

 

おわりに 

 以上、北部ターイグエン省の退役軍人達の語りから、以下のようなことがいえる。 

（１）戦争への動員 

 抗仏戦争期、ベトナム民主共和国での徴兵は志願制で、動員はまだ必ずしもスムーズではな

かった。1959 年に軍事義務制度が整えられるが（軍事義務法の公布は 60 年４月）、それは農

業集団化、商工業の社会主義改造が進められていた時期と重なる。北出身者が本格的に南での

抗米戦争に参戦したのは、バオカップ（国家丸抱え制度）が確立された時であった。戦争への

動員は「基本」階級が中核とされた。軍隊や青年突撃隊では「基本」階級が重んじられ、それ

によりダイ（⑥）やトゥオン（⑬）は士官、政治員に優先的に登用された。青年突撃隊は女性

を戦争に動員する重要な受け皿となった。 

（２）戦争の記憶の重層性 

 ターイグエンは抗仏戦争の抵抗拠点であり、中国国境に比較的近いということもあり、抗仏

戦争、中越国境戦争の記憶も強く、またカンボジア国境戦争に従軍した人も多いため、ベトナ

ム戦争だけが突出した戦争の記憶というわけではなかった。さらに国内の反体制勢力平定の戦

争もあった。｢公式的記憶｣ではあまり触れられることのない中越国境戦争の記憶が当地の退役

軍人では大いに語られているのが特徴的である。ベトナム戦争の記憶は相対的に も強烈な戦

争の記憶ではあるが、唯一無二のものではなく、幾つかの戦争の記憶の重層性のなかで も重

きをなしている記憶という位置づけになっている。また、近年はベトナム戦争の戦闘に参加し
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たことのない退役軍人も増えてきている。今回の調査でいえば、ホン（⑰）とルオン（⑱）で

ある。退役軍人の世界においても、ベトナム戦争は遠ざかり、相対化されつつあると言えよう。 

（３）軍隊の人民への依拠性の強調 

 ベトナムにおけるベトナム戦争の「公式的記憶」によれば、勝因の第一に挙げられるのは、

共産党の優れた指導である 9)。今回の聞き取り調査では、佐官級クラスの退役軍人が多いにも

かかわらずそういった発言はなく、軍隊への人民の支持を強調する現場レベルの記憶と「公式

的記憶」がズレていることが注目される。 

（４）南での戦争指導主体 

 今回の聞き取り調査では多くの人が南の戦場に出征しているが、彼らの話の中に南ベトナム

解放民族戦線は一度も登場してこなかった。それほど彼らにとって南ベトナム解放民族戦線は

存在感が希薄であった。南の第５軍区に駐屯していたトゥオン（⑬）は、受けた命令・指示は

すべて軍区党委から来ていたと明言し、南ベトナム解放民族戦線には一言も触れなかった。こ

のことからも、各軍区においては軍区党委が、南全体では党南部中央局（61 年１月～76 年７

月）10)が戦争指導主体であったことが裏付けられる。 

（５）戦争をめぐる中国との関係 

 ベトナム戦争中、ターイグエンには相当数の中国軍が駐留して、民主共和国を支援した。ま

た中国に留学して軍事技術を学んだ人もいた。これらの中国の戦争支援に対して、退役軍人の

中には今でも恩義を感じている人がおり、退役軍人がまったくの反中一色というわけではない。

歴史の襞は複雑である。1979 年の中越国境戦争は、ベトナム領内での約 1 か月間にわたる「限

定戦争」であったとされるが、今回の聞き取り調査の証言から、空間的・時間的にそれをもう

少し拡大して再検討する必要性があることも明らかになった。 

 

注 
 

1)  たとえば、［ベトナム社会主義共和国外務省、1979］の 65 頁では、「1965 年から 1968 年まで、ベトナム北

部の各省で道路建設を援助するために派遣されていた『後方部隊』所属の数万人の中国人」と記載されてい

るにとどまる。 

2)  http://vi.wikipedia.org  ‘Thái Nguyên’の項目、 2011 年９月 19 日 終アクセス。 

3)  1953 年、アメリカの新聞記者として初めて民主共和国政府支配地区を探訪したスタロビンの報告書に次の

ものがある。ジョゼフＲ・スタロビン著、皆藤幸蔵訳『この眼でみたインドシナ －ホー・チ・ミンはいか

に戦ったか─』岩波新書、1955 年。 

4) ベトナム語で言うところの「中団」、「小団」は、それぞれ一般的には連隊、大隊に相当する。また民主共和

国の軍隊の名称は、ベトナム解放軍（1945 年５～11 月）→衛国団（1945 年 11 月～1946 年５月）→ベト

ナム国家軍隊（1946 年５月～1950 年）→ベトナム人民軍隊（1950 年～現在）と変遷した。以上は次の文

献に拠る。Bộ Quốc Phòng, Từ Điển Bách Khoa Quân Sự Việt Nam, Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân, 

Hà Nội, 2004. P835.  

5) Martin Grossheim, “ ‘Revisionism’ in the Democratic Republic of Vietnam : New Evidence from the East 
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German Archives”  Cold War History  Vol. 5, No. 4, November 2005, pp.451-477.  

6)  1972 年にはアンロック（現在のビンフオック省）まで戦車が持ち込まれるようになり、敵を驚かした。バ

ン・ティエン・ズン著、世界政治資料編集部訳『サイゴン解放作戦秘録』（新日本出版社、1976 年）322 頁。 

7) 著名な文芸批評家ゴ・タオは、この戦いであまりに大きな「無意味な犠牲」を払ったことに批判的である。

今井昭夫「歴史の力か、歴史の重荷か－ベトナムにおける『戦争の記憶』の構図」今井昭夫・岩崎稔編『記

憶の地層を掘る アジアの植民地支配と戦争の語り方』御茶の水書房、2010 年、47～48 頁。 

8) この戦争の名称と期間は次の文献に拠った。Bộ Quốc Phòng, op.cit., P223.  

9) 拙稿、2010、41 頁。 

10) 南部中央局が存在した期間については次の文献に拠った。Bộ Quốc Phòng, op.cit., P1132. 
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Ký ức chiến tranh của cựu chiến binh ở Thái Nguyên miền 
Bắc Việt Nam 

 
                                                               IMAI Akio 

 
 Tác giả đã thực hiện cuộc phỏng vấn về ký ức chiến tranh của 18 cựu chiến binh và 4 cựu đội viên 

Đội Thanh Niên Xung Phong ở tỉnh Thái Nguyên, miền Bắc Việt Nam từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 28 

tháng 12 năm 2009. Những điểm đáng chú ý trong cuộc phỏng vấn là như sau. 

(1)  Trong 22 người, có 4 người tham gia kháng chiến chống Pháp. Lúc đầu bộ đội thiếu thốn đủ thứ. 

Sau năm 1950, các nước đã chi viện cho Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bấy giờ tình hình đó 

mới thay đổi. Ngay cả sau khi chiến thắng trận Điện Biên Phủ, Quân Đội Nhân Dân vẫn phải đi trừ 

phỉ cho đến năm 1956. 

(2)  Có 2 người bị ảnh hưởng của vụ kiện xét lại của Khorutxop ở Liên Xô vào đầu những năm 1960. 

Do đó 1 người mất cơ hội đi du học ở Liên Xô, còn 1 người thì bị bắt buộc về nước sớm khi đang 

còn du học ở Liên Xô. 

(3)  Có 18 người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ. Họ đều đi B và đại đa số tham gia hoặc 

Tổng Tiến Công và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân (1968), hoặc Chiến dịch Trị Thiên 

(30.3-27.6.1972) ,hoặc Tổng Tiến Công và Nổi Dậy Xuân 1975. Giai đoạn 1969-1972, sau Mậu 

Thân là giai đoạn rất ác liệt, quân ở cái thế bị động. Mỹ tuyên bố là ném bom hạn chế miền Bắc 

nhưng lại đánh dữ dội miền Nam cho nên gạo không vào được nhiều, lương thực thiếu, binh sĩ bị 

đói cực kỳ. 

(4)  Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khu vực Thái Nguyên chỗ nào cũng có bộ đội Trung Quốc. Họ 

sang hỗ trợ Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bảo vệ các trọng điểm. Phần lớn họ là lính pháo 

binh, chủ yếu là pháo phòng không. 

(5)  Hầu như tất cả những đối tượng phỏng vấn đều tham gia Chiến tranh biên giới Việt-Trung 

(17.2-16.3.1979). Đơn vị của Bác Ký có một mũi tiến sâu vào đất Trung Quốc hơn 30 cây số. Thời 

điểm đó, đơn vị của Bác ấy có một anh tiểu đoàn trưởng hy sinh ở bên Trung Quốc. Mãi cho đến 

năm 1984 vẫn còn những cuộc pháo kích lẻ tẻ sang đất của nhau. 
 


