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まえがき
本稿は、いわゆる「戦後」のベトナムにおいて、度重なる戦争の記憶が国家や個人によっていかに
想起され、語られているのかを考察するものである。
1986年に採択されたドイモイ政策による市場経済化以降、ベトナムは急激な社会的経済的変化の過
程にある。この過程において、日常生活のなかでベトナムにおける戦争の傷痕を目にすることは少な
くなっている。その一方で、経済の安定化、生活水準の向上、そして戦争の痕跡の消失に伴い、改め
て戦争を振り返り、それを語りなおそうとする動きが生じている。国家や党は、節目の年を契機に盛
んに戦勝記念行事や戦死者の慰霊祭祀を実施し、戦死者墓地の整備や改修、戦争モニュメントの建設
に力を入れている。また、個人においては、ようやく経済的物理的条件が整ってきたこともあり、戦
死した近親者の墓や遺骨の捜索、一族の墓の改装や供養に着手する家族が年々増加している。
この動きとは、長い間充分に行えなかった死者を弔う営みであると同時に、国家や個人において戦
争がいかに想起されるのかという戦争の記憶の形成にかかわる過程でもある。国家にとって戦死者を
弔い、戦争を振り返ることは、戦争にかかわる公的な記憶を創り出し、ベトナム戦争終結後に誕生し
た「ベトナム社会主義共和国」というひとつの国家の歴史やナショナリズムを醸成することにつながっ
ている。また、個人においては、近親の戦死者の墓・遺骨捜索や供養といった具体的な実践のなかで、
生者、死者それぞれの戦争体験を想い起こし、個別の体験を改めて語り出す契機となっている。
本稿では、ドイモイ政策施行後のベトナムにおいて語られはじめた戦争の記憶を、ベトナム各地に
ある戦死者墓地を足がかりとしながら検討していく。
「無名戦士の墓と碑、これほど近代文化としての
ナショナリズムを見事に表象するものはない」1)というB・アンダーソンの指摘をはじめ、これまで戦
死者墓地にかかわる多くの研究において、戦死者墓地や戦争モニュメントは国民国家や国民意識を構
築する場や装置であると捉えられてきた。そこでは、主に文化史などの視点から個別の具体的な記念・
顕彰行為が分析されて、国民国家のフィクション性や公的な記憶が生産されるメカニズムなどが考察
されてきた2)。
本稿もこれらの研究の成果から多くを学んでいる。とりわけ本稿の前半部分では、戦死者墓地がいっ
そう国民意識や愛国精神を育む場へと変化している実態に着目して、ドイモイ政策施行以降に造られ
た戦争モニュメントをはじめ、戦死者墓地内の具体的な変容を見ていくことにより、戦争の記憶がい
かに形成されつつあるかを検討する。しかしながら、このような検討を通して、ベトナムの戦死者墓
地を想像の共同体を創り上げる装置であるとして否認することが本稿の目的ではない。
冨山は、B・アンダーソンのテクストを考察して、想像の共同体を醸成する「ナショナルな語り」が
発話される場とは、その語りのなかで沈黙していく別の語りが存在する「証言の領域」でもあると指
摘する3)。ここでの「証言」とは、単純に遺族や民衆の語りをいうのではない。それとは、「ナショナ
ルな語り」や発話を制する「権威的な語り」に言葉を奪われた、沈黙の領域でもあるといえる。
そして、このような沈黙の領域に寄り添うものに、金成禮の一連の論考がある。韓国の現代史にお
ける四・三事件の記憶を考察した金は、四・三事件をめぐる国家権力の言説や家父長制の言語といっ
た「権威的な語り」を分析する一方で、
「言語を奪われた者の声」4)がしばしば夢や泣き声、憑依といっ
た言語以前の「非言語的な様式」をもつことを指摘する。金はそれらの「声」が国家の語りに抗弁す
るには「あまりにも無力である」5)ことを指摘しつつも、シャーマニズム儀礼において発話される死者
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の霊魂の言葉を聞き取り、沈黙から「権威的な語り」とは異なる記憶を引き出すことを試みている6)。
ベトナムの戦死者墓地にもこのような沈黙の領域が存在していると考えられる。本稿では、戦死者
墓地の現状やそこで国家により創られる戦争の記憶を分析する一方で、そのような国家の語りによっ
てかき消されてしまうような、戦死者をめぐる遺族の実践や個人の戦争の記憶を検討していく。そし
て、国家による戦争の記憶、遺族の実践や個人の語り、それぞれにおいて語られる戦争の記憶を分析
することによって、沈黙の領域に近づくと同時に、戦争の記憶を絶えず形成中の過程へと差し戻すこ
とを試みたい。
戦争終結後、遡及的に戦勝国となった「ベトナム社会主義共和国」において、徐々に戦争における
事実関係が明らかにされているとはいえ、現地調査や資料収集にはいまだ一定の制限が伴う。そのた
め、本稿は、入手可能な範囲での統計資料や公的文書をはじめ、報道紙の記事や戦死者墓地での参与
観察や聞き取り調査のデータを主な資料として構成されている。ひとつの論考としてまとめるにはさ
らなる資料の収集が必要と思われる箇所も残されているが、今後、戦争を体験した者たちの戦争の記
憶や語りが急速に消えていくことを考えるとき、戦争の記憶が再編されている現在的状況や遺族の実
践や語りを書き留めておくことはより重要な作業になるであろう。
なお、現在のベトナムでは、戦死者は「烈士」
、戦死者墓地は「烈士墓地（Nghĩa Trang Liệt Sỹ。直訳
すると「義荘烈士」）」と呼ばれている。政策や個人の語りにおいて「烈士」や「烈士墓地」と使用さ
れている場合には、そのまま「烈士」
「烈士墓地」と記すが、本文では、より中立的と考えられる「戦
死者」
、「戦死者墓地」を用いることにする。
本稿は以下のような構成で進めていく。まず、第1章では、戦死者墓地に関する政策の変遷を見てい
くことによって、ドイモイ政策施行以降の戦死者墓地の特徴を明らかにする。第2章では、国家の戦死
者祭祀の中心である3箇所の戦死者墓地に焦点を当て、現地フィールドワークで得たデータをもとに戦
死者墓地の現状を分析する。そして、具体的に墓地内の戦争モニュメントや戦死者の墓を検討するこ
とによって、戦死者墓地においていかなる戦争の記憶が形成されつつあるのかを考察する。第3章では、
戦死者墓地において発生する国家の語りとは異なる語りに着目して、国家と個人との戦死者の捉え方
の相違を分析する。そして、この個人の認識よりいかなる実践が生まれているのかを見ていく。第4章
では、墓・遺骨捜索を行う遺族の実践を取り上げる。ここでは、2つの遺族の事例を挙げて、墓・遺骨
捜索の実態やその過程で発話される個人の語りを検討する。これを通して、個人においていかなる戦
争の記憶が想起されているかを検討するとともに、さらに語られない沈黙の領域について考察する。
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第1章： 戦死者墓地に関する政策の変遷
戦死者墓地の現状を検討する前に、まず、本章では、戦死者墓地に関する政策の変遷を見ていく。
戦死者墓地に関するこれまでの政策は、1）墓地創建期、2）墓地の整備・拡張期、3）墓地の転換期、
の3つの時期に大別できるといえる。ここでは、墓地がどのように建設されてきたのかを概観するとと
もに、それぞれの時期における墓地の意義や役割に着目しながら、ドイモイ政策施行以降の戦死者墓
地の特徴を明らかにしていく7)。

1. 墓地創建期
戦死者の埋葬方法や戦死者墓地に関する具体的な指示がはじめて出されたのは、第一次インドシナ
戦争が終結した翌年の1955年、同年10月12日付けで公布された「傷病省第24号通達（以下、第24号通
達と略す）」においてである。まず、この通達では、「烈士の墓の整備や管理は、烈士に対する政府お
よび人民の任務であ」り、
「烈士の墓の管理や世話は、遺族ではなく、各地方政権が行わなくてはなら
ない」ことが明記されている8)。
従来、ベトナムでは、死者の埋葬、洗骨、改装などの一連の弔いの儀式は、全て家族によって行わ
れてきた9)。しかし、第24号通達により、これまでの風俗習慣とは異なり、死者の埋葬や墓の管理は政
府に委ねられることが定められた。ここではじめて死者やその墓を国家が管理する、近代的な管理体
制の墓地が出現したといえる。
戦死者墓地を建設するにあたり、第24号通達では、「1. 墓地建設の意義・目的」「2. 墓の改葬の方
法と要件」
、「3. 墓地の完成計画」、
「4. 指導組織」の4つの項目に分けられて、詳細な指示が記載され
ている10)。とりわけ着目したいのが、戦死者墓地を建設することの「意義・目的」である。同通達で
は次のように記されている。

目的1－烈士に対する人民の恩義と関心を表すため。目的2－人民や遺族の願いに応じることによ
り、人民や遺族の戦争への闘志をより奮起させるため。目的3－敵の狡猾な宣伝論調を粉砕して、
ゴ・ディン・ジェムが南部における我々の改葬作業を妨害し、建設済みの戦死者墓地を破壊しよ
うとしている策略を暴くため11)

第24号通達が公布される3ヶ月前の1955年7月、南ベトナムのゴ・ディン・ジェム政権は1956年に予
定されていた南北統一選挙を拒否することを発表した。同通達より、戦死者墓地の建設は、戦死者を
埋葬するためというよりもむしろ、ゴ・ディン・ジェム政権との緊張関係を見据えて、民心を掌握し、
人民の戦意を高揚させることが意識されていたといえる。まず、「敵」を具体的に仮想することを通し
て、北ベトナムの人民の団結心や戦意を高揚させることが期待されて、墓地の建設は着手されたと指
摘できる。この第24号通達の指示に従い、各地に戦死者墓地が造られ、墓地の整備が進められるなか、
時代は再び戦争へと突入していく。
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2. 墓地の整備・拡張期
つぎに、戦死者墓地にかかわる指示が通達されたのは、戦争が激化する1969年である。同年10月24
日付けで発布された「内務省第27号通達（以下、第27号通達）」により、第一次インドシナ戦争の戦死
者墓地に加えて、現在のベトナム戦争による戦死者の墓や戦死者墓地が建設されることが決定した。
第27号通達は、まず、「党および政府は、墓を周到に管理し、不屈の闘争という我が民族の伝統を象
徴する歴史遺跡に相応しい、美しく荘厳な戦死者墓地を建設することに決定した」12)という一文で始
められている。第27号通達が発布された前年の1968年、北ベトナム人民軍の戦死者は18万人に達し、
過去最大の犠牲者数を記録した13)。この前文の後、同通達では、戦死者は戦死した場所に埋葬し遺体
や遺骨を故郷に持ち帰らないこと、各地方行政機関は死亡者や埋葬場所の確認リストを作成して遺骨
を戦死者墓地に埋葬することなどをはじめ、管轄機関、埋葬地の選定方法、遺族への対応といった具
体的な指示が提示されている。
増え続ける戦死者により混乱する現場に対応した通達であると考えられるが、同時に、同通達にお
いてはじめて戦死者墓地が「不屈の戦いという我が民族の伝統を象徴する歴史遺跡」であると明記さ
れていることに注意したい。壊滅の只中、「不屈の闘争という我が民族の伝統」という高次の意味を象
徴し、多大な犠牲と喪失とを正当化する役割を担う場として、戦死者墓地が位置づけられたと考えら
れる。また、ここで「われわれ」を意識させる「我が民族」という言葉が用いられはじめたことも指
摘しておきたい。
この「歴史遺跡」としての戦死者墓地の建設や整備は、戦争が終結した1975年4月以降、本格的に進
められていく。1976年4月5日付けで公布された「第60号議定」では、「戦死者の多大なる功労を末永く
顕彰し、愛国精神を鼓舞し、革命における我が軍隊や民族の、強固かつ勇敢で不屈の闘争という民族
の伝統を発揮する」14)ことを目的に、戦死者墓地、そして、戦死者慰霊碑と忠魂碑が新たに建設され
ることが決定した。
民心の掌握や戦意高揚、犠牲や喪失を正当化するといったこれまでの目的から、戦後になり戦死者
墓地は、戦死者を顕彰する場、あるいは「愛国精神」や「我が軍隊や民族」意識を育む場へと変容し
たといえる。同通達では、戦死者墓地は「民族の風格」を備えていることが求められており、以来、
墓地は、死者の埋葬場所としてというより、戦死者を顕彰し、戦争を記念する場として整備されてい
くことになった。

3. 墓地の転換期
前述の通達に従って細々と墓地の整備や改修工事が施行されるなか、戦死者墓地に関する政策に画
期的な変化が現れるのが、1993年に入ってからのことである。1997年7月27日に「傷病兵烈士の日」15)
が成立50周年を迎えることを機に、1993年前後より墓地の整備に関する政策が急激に増加した。これ
まで戦死者墓地にかかわる政策が10年に1度ほどの頻度で公布されていたのに対し、1993年94年は数回
にわたって烈士墓地の整備や忠魂碑の建設に関する指示が出されている16)。
とりわけ、1993年5月5日付けで公布された「共産党中央委員会第20号指示」では、「（戦死者墓地や
記念碑、忠魂碑の建設などの）これらの作業は、人民、とりわけ若い世代の愛国心や民族の誇りを積
極的に育成する効果を果たしてきた」17)と述べて、国家予算を投入して戦死者墓地の整備や改築、忠
魂費の建築や遺族への対応にいっそう力を入れることを指示している。また、同通達は、国内の主要
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な戦死者墓地においては、墓標を残しておくことを条件に、遺族の希望に従い埋葬されている遺骨を
故郷の戦死者墓地に移す計画があることを言及している。墓標や記念碑さえ存在していたら、実際に
戦死者墓地に遺骨が埋葬されていなくても構わないとするこの計画により、実質的にも戦死者墓地は
戦争や戦死者を顕彰・記念し、「愛国心や民族の誇り」を醸成する場へと変容したといえる。
なお、1994年1月8日付けで公布された「労働・傷病兵・社会省第95号通達」では、これ以上戦死者
墓地を建設しないかわりに戦死者の忠魂碑を各地に建立することが奨励されている18)。この時期を境
に、各地域には戦死者忠魂碑や戦争モニュメントが現れはじめ、そして、国内の主要な戦死者墓地で
は大規模な改修工事が施行されるようになった。
これまで見てきたように、民心の掌握、戦意の高揚、犠牲や喪失の正当化、愛国精神の醸成など、
戦死者墓地の役割や意義は、それぞれの時代状況に伴い変化してきた。それでは、これらの変化を経
て、現在、戦死者墓地はどのような状況にあるのであろうか。次章では、戦争や戦死者を記念、顕彰
するということが強調されはじめたドイモイ政策施行以降の戦死者墓地の実態を見ていく。
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第2章： 戦死者墓地の現在的状況
1. 戦死者墓地の現在的状況
現在、ベトナムには2918ヵ所の戦死者墓地がある。数千万基もの墓がある、省管轄の大規模な墓地
から、数十基の墓が並ぶ社管轄の小規模な墓地まで、ベトナム全土の各省、各県、各社において、戦
死者墓地が建設されている19)。一般的に戦死者墓地では、墓地の中心部分に「祖国は永遠に功労を刻
む（Đồi đồi tổ quốc ghi công）」と記された祖国功労記念碑が建てられて、その記念碑の手前や両脇に戦
死者の墓が並ぶように設計されている（写真1、2）。毎年、「傷病兵・烈士の日」や終戦記念日、旧正
月前後など、戦死者に関する主要な日20)には慰霊や供養のために遺族や参拝客が訪れるが、墓地の多
くが街や村の郊外に建立されていることもあり、普段は人気なくひっそりとしている。
そのようななか、政府や軍の関係者が盛んに参拝し、国家による戦死者の慰霊祭祀の中心となって
いるのが、ベトナム中部のクアンチ省にある「チュオンソン烈士墓地」と「ドゥオンチン烈士墓地」、
そして、ベトナム北部のライチャウ省にある「ディエンビエンフー烈士墓地」の3箇所の墓地である（地
図参照）。
これらの墓地は、しばしば「国立」の戦死者墓地であると認識されながら21)、国家予算を投入して
の墓地の整備が繰り返されてきた。とりわけ、90年代に入ってからは大規模な改修工事が行われて、
墓地内には巨大な祖国功労記念碑や兵士の像などの戦争モニュメントが増大した。本章では、この3つ
の戦死者墓地を取り上げて、具体的に墓地内の戦争モニュメントや戦死者の墓を見ていく。これを通
して、ドイモイ政策施行以降の戦死者墓地においていかなる戦争の記憶が意図され、形成されつつあ
るのかを検討する。

写真1 祖国功労記念碑
（撮影地・ハノイ市マイジック烈士墓地）

写真2 戦死者墓地敷地内の様子
（撮影地・チュオンソン烈士墓地）
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地図

ベトナムの主要な戦死者墓地

2. 各戦死者墓地の概況
ベトナム戦争時の戦死者祭祀の中心となっているチュオンソン烈士墓地、ドゥオンチン烈士墓地が
位置するクアンチ省は、ジュネーブ協定によって定められたベトナムを南北に分断する暫時軍事境界
線、いわゆる北緯17度線が通っている省である。南北が対峙する最前線であったことに加えて、クア
ンチ省からラオスに向かう国道9号線が戦略上の要路であったことから、戦争中、クアンチ省は最大の
激戦地のひとつとなった。その結果、現在、クアンチ省には70ヵ所の戦死者墓地があり、約7万人の戦
死者が埋葬されているといわれている22)。
チュオンソン烈士墓地がベトナム戦争の戦死者慰霊の中心的な場となった経緯は明らかにされてい
ないが、国内最大の敷地面積を誇ること、ベトナム全土各地域出身の兵士が埋葬されていることなど
を理由に、戦死者慰霊の中心地として相応しいと選定されたと考えられる23)。毎年、政府や軍関係者
による戦死者の慰霊行事が行われ、国内外より年間約75万～80万人の参拝者があるといわれている24)。
1975年に墓地の建設が始まって以来、少しずつ整備が進められていたが、1999年5月に280億9千7百万
ドン（約190万ドル）の国家予算が投入されて大規模な改修工事が行われた。この工事で墓地に至る山
道が舗装されたこともあり、今後、さらに参拝者が増加すると予測されている。
ドゥオンチン烈士墓地は、クアンチ省の省都であるドンハー市が管轄するドンハー市立烈士墓地と
して1983年に建立された。しかし、チュオンソン烈士墓地に近接していることより、チュオンソン烈
士墓地を訪問した者が多数、同墓地も訪れるようになった。そこで、1997年7月「傷病兵烈士の日」50
周年を迎えるにあたり、同墓地においても多額の国家予算を用いた大規模な工事が施行されて、名称
を変えたドゥオンチン烈士墓地が完成した。「ドゥオンチン（Đường chín）」とはラオスに続く国道9号
線を意味しており、その名前の通り、同墓地はベトナムとラオスとの関係を非常に意識している。1995
年9月に行なわれた改修工事では、ラオスとの友好関係を表す様々な戦争モニュメントが墓地内に建設
された。
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ベトナム戦争時の戦死者に対して、第一次インドシナ戦争時における戦死者の慰霊祭祀の中心と
なっているのがディエンビエンフー烈士墓地である。ディエンビエンフー烈士墓地は、第一次インド
シナ戦争における最大かつ最後の戦闘である、ディエンビエンフーの戦いでの戦場となった跡地に建
設された。同墓地は、主な戦場であった場所にそれぞれ造られた「A1の丘墓地」、「独立墓地」、「ヒム
ラム墓地」
、「トンカオ墓地」の4箇所の墓地から成るが、国家による戦死者の慰霊祭祀は主に「A1の丘
墓地」で行われている。そのため、このA1の丘墓地では、1994年5月にディエンビエンフー戦勝40周年
を迎えることを契機に、1993年9月から1997年5月にかけて大規模な改修工事が計画されて、戦争モニュ
メントの建設や墓碑や壁画の修復作業が実施された。
表

各戦死者墓地の概況
名前

チュオンソン
烈士墓地

ドゥオンチン
烈士墓地

所在地

クアンチ省
ゾーリン社

クアンチ省
ドンハー市

ディエンビエン
フー烈士墓地
（A1の丘墓地
ライチャウ省
独立墓地、
ヒムラム墓地、
トンカオ墓地）

設立年

敷地
面積

墓の総数/
身元不明の墓

1975年10月
着工
39,8ha 10236/68
1977年4月
完成

1983年完成

1956年
着工
1958年に
完成

13ha

独立
墓地
4ha
（他の
墓地は
不明）

約9500/約6300

A1）644/過半、
独立）2432/2045
ヒムラム）
986/過半数
トンカオ）
約2000/過半数

建設当初の
総工費

備考

・ 国内最大の敷地面積
・ 抗米戦争の戦死者慰
霊の中心
1億4千9百万
・ 1999年5月に280億9
ドン
（約1万ドル） 千7百万ドン（約190
万ドル）をかけて改
修工事を実施

不明

・ 抗米戦争の戦死者が
埋葬
・ 身元不明の墓が過半
数
・ 1995年9月より130億
ドン（約90万ドル）
をかけて改修工事を
実施

不明

・ 抗仏戦争の戦没者慰
霊の中心
・ 国家儀礼は主にA1の
丘墓地で執行
・ 1993年9月から1997
年にかけて改修工事
が実施
・ ディエンビエンフー
戦勝50周年のため、
2003年に再び改修工
事を予定

3. 墓地内における戦死者
では、これらの墓地敷地内の様子を検討していく。まず、墓地敷地内の大半を占めているのが、戦
死者個々人の墓である。戦死者の墓は規則的に並べられて、その墓標には戦死者の名前、出身地、所
属部隊、入隊、戦死の日付など定められた情報しか記されない。遺族により遺影が飾られたりするこ
ともあるが、個人で墓標を建てたり、墓石に装飾を施したりすることは禁じられているため、墓地は、
没個人化された墓標が並ぶ、画一的な景観となっている（写真3、4）。また、チュオンソン烈士墓地を
除く、ほとんどの墓地では、身元の分からない無名墓が過半数を占めており（表1）、墓地内において
個人の死はまさしく数量化されているといえる。
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写真3 チュオンソン烈士墓地敷地内の景観
（撮影地・チュオンソン烈士墓地）

写真4 ドゥオンチン烈士墓地敷地内の景観
（撮影地・ドゥオンチン烈士墓地）

1） 戦争モニュメント
このように戦死者が没個人化され、その死が数量化される一方で、墓地内において積極的に可視化
される戦死者の姿がある。90年代に多額の国家予算を用いて実施された改修工事により墓地敷地内に
多数建設された、戦争記念碑や壁画、兵士像などの戦争モニュメントである。ここでは、改修工事に
より新しく建立されたモニュメントを検討する。
現在、チュオンソン烈士墓地内には、墓地の中心部に置かれた祖国功労記念碑をはじめ、大小17体
の像が置かれている。また、ドゥオンチン烈士墓地には、高さ18メートルもの大祖国功労記念碑に4体
の兵士像、ディエンビエンフー烈士墓地（ここではA1の丘墓地）には、祖国功労記念碑の前に2体の像
が建立されている。他のほとんどの戦死者墓地では祖国功労記念碑しか置かれていないため、戦争モ
ニュメントは、これら3箇所の戦死者墓地の特色のひとつとなっている。ここですべてのモニュメント
を分析することはできないが、各墓地の戦争モニュメントに見られるいくつかの特徴を指摘したい。
まずはじめに、建立された像の多くが「勇敢さ」や「男らしさ」を表していると指摘できる（写真5、
6）
。とりわけ、墓地の中心には躍動感を感じさせる勇ましい兵士の像が置かれることが多い。そこでは、

写真5 兵士像1
（撮影地・チュオンソン烈士墓地）
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写真6 兵士像2
（撮影地・チュオンソン烈士墓地）

立派な体格の兵士が銃を構えたり、こぶしを突き上げたりしている様子が写実的に表現されている。
チュオンソン烈士墓地内では、一般兵士だけではなく、道案内をする少数民族や水道管を補修する少女
など、戦争協力者の像も散見されるが、建立された像の半数以上がこうした一般兵士の像となっている。
二つ目の特徴として、一般兵士や戦争協力者、人民の「団結精神」が強調されていることが挙げら
れる。そして、この団結精神は、異なる民族間、例えば、少数民族や他国の人々との関係を通して表
現されることが多い。例えば、少数民族が多く暮らすライチャウ省にあるディエンビエンフー烈士墓
地では、マジョリティであるキン族とターイ族の男女がともに並んでいる像が墓地の中心地に造られ
ている（写真7、8）。なお、民族性は民族衣装を着用した姿を表現することによって表されている。

写真7 兵士像3
（撮影地・ディエンビエンフー烈士墓地）

写真8 キン族とターイ族の女性像
（撮影地・ディエンビエンフー烈士墓地）

ディエンビエンフー烈士墓地と同様に、ラオスに近接するドゥオンチン烈士墓地では、
「戦勝後の解
放軍戦士と独立戦争における戦勝を祈願するラオス人の少女と幼児」25)という構図で、全長約18メー
トルの大祖国功労記念碑が建立された（写真9）。また、ドゥオンチン烈士墓地の他の4体の像のうち3

写真9 ドゥオンチン烈士墓地祖国功労記念碑
（撮影地・ドゥオンチン烈士墓地）
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体が、ベトナム人とラオス人を組み合わせた像（ベトナム人男性兵士とラオス人男性兵士、ベトナム
人少女とラオス人兵士、ベトナム人兵士とラオス人女性）である（写真10、11）。このようなラオスと
の協力関係を表すことによって、民族を超えた団結を強調しているといえる。

写真10 ベトナム人兵士とラオス人兵士像
（撮影地・ドゥオンチン烈士墓地）

写真11 ベトナム人少女とラオス人兵士像
（撮影地・ドゥオンチン烈士墓地）

さらに、団結精神や友好関係がジェンダーを通して描写されていることも特徴のひとつである。上
述のドゥオンチン烈士墓地の大祖国功労記念碑にあるベトナム兵士とラオス人少女と幼児のモチーフ
は、同墓地の紹介文において「ベトナムとラオス、2つの民族の団結を象徴している」と説明されてい
る。紹介文では、ベトナム人兵士とラオス人少女との関係は言及されていないが、少女が抱えている
幼児が家族関係、夫婦関係を暗示しているといえる。同様に、「ラオス人女性がベトナム兵士の幸運を
祈って糸を結んでいる」26)構図の像がチュオンソン烈士墓地内（写真12）とドゥオンチン烈士墓地内
にも造られており（写真13）、男女の関係を通して、民族間の協力・友好関係や親密さが表現されてい
ると指摘できる。また、男性の像が一般兵士としてその勇敢さや男らしさが強調されるのに対して、
多くの女性の像が民族衣装を着用した少女や母親として描写されて、平和や兵士の無事を祈願する構
図になっていることも、ジェンダーを意識したモチーフの特徴である。
第一次世界大戦の記憶を考察したモッセは、ドイツの戦死者墓地におけるモニュメントを取り上げ
て「たいての場合、戦争の現実を隠蔽し、戦争体験の神話を具体化した」27)と指摘する。上述の戦死
者墓地においても表現されていたのは、兵士たちの勇敢さや男らしさ、人民の団結精神や協力、友好
関係といった「戦争体験の神話」であり、そこにおいて兵士たちの恐怖心や無意味な死などが表現さ
れることはないといえる。
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写真12 ラオス人女性とベトナム人兵士像
（撮影地・チュオンソン烈士墓地）

写真13 ラオス人女性とベトナム人兵士像
（撮影地・ドゥオンチン烈士墓地）

2） 英雄烈士の墓
また、戦争モニュメントの以外にも戦死者墓地内において積極的に再現される戦争の記憶がある。
「英雄烈士」たちの記憶である。「英雄烈士」とは、1952年4月より定められた、特に祖国のために功
績を残した者に与えられる称号であり28)、現在、チュオンソン烈士墓地に8人、ドゥオンチン烈士墓地
に8人、A1の丘烈士墓地に4人の英雄烈士が埋葬されている。英雄烈士の墓は、他の墓よりも大きく造
られて、墓地の中心部、戦争記念碑に近い場所に置かれている。これらの英雄烈士の功績は具体的に
記録され、学校教育の場でその戦争体験が語り継がれ、道路や公園に英雄烈士の名前が付けられるこ
ともある。
上記の戦死者墓地のなかでも、ディエンビエンフー烈士墓地では、とりわけ「英雄烈士」たちの神
話化が進められている。2004年のディエンビエンフー戦勝50周年を契機に、墓地に近接するディエン
ビエンフー歴史博物館では、同墓地に埋葬されている4人の英雄烈士の模型が作られ、現在、それぞれ
の功績についての解説とともに展示されている（写真14）
。例えば、ディエンビエンフー烈士墓地に埋
葬されている英雄烈士の一人Bế Văn Đànは、次のような功績を収めたと伝えられている。
1949年1月、Bế Văn Đànは入隊を志願した。そして、多くの戦闘に参加し、どの戦闘においても非
常に優れた功績を残していた。1953年から54年にかけて、この同志は、小隊の連絡通信兵を務め
ていた。この隊は、ムオン・ポンの地において敵に包囲されてしまった。その隊の兵士は少なく、
敵は我が軍に攻め込もうと砲撃を繰り返していた。…隊にはもはや17名の兵士しか残っていな
かった。丁度そのとき任務から戻ってきたBế Văn Đànは、すぐに戦闘に参加することを志願した。
と、ある情況下で、銃を置く場がないために同志Chu Văn Pùの小銃が射撃できなくなってしまっ
た。しかし、敵は目前にいる。すると、Bế Văn Đànは、全く躊躇う様子もなく、射撃の補助をす
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るために、小銃の足をつかんで自分の肩にのせた。そして、戸惑う同志Chu Văn Pùに向かって、「敵
は目の前にいるんだ！敵を撃て！わが同隊の恨みをはらすのだ！」と命令するようにいった。Chu
Văn Pùは歯を食いしばって射撃を続け、その反撃に数十人の敵が倒れた。Bế Văn Đànは、その肩
にしっかり小銃をのせたまま、勇敢な殉死を遂げた29)

上記のように、英雄烈士の功績は臨場感あふれる言葉で残されていることが多い。このように感情
移入がしやすく、共感を呼ぶ語り口で語られるのと同時に、そこでは、「我が軍」や「同志」という言
葉にあるように、読み手や聞き手が「われわれ」を想起する記述が続く。戦死者墓地においては、沈
黙する個々の戦死者の代わりに、このような英雄烈士の武勇伝や美談が饒舌に語られているのである。
以上のように、90年代以降、国内の主要な戦死者墓地内には戦争モニュメントが増大した。それら
のモニュメントは戦争における兵士たちの勇敢さや戦争協力者たちとの団結精神や友好関係を具現化
するものであった。また、戦死者墓地において知ることのできる具体的な戦争体験とは、「偉大なる功
績」を収めたとされる英雄烈士たちの武勇伝のみである。「輝かしい死」、「祖国に捧げた尊い命」と
いった英雄烈士の武勇伝や美談のみが戦争の記憶として顕彰され、また、その記憶は墓地の外におい
ても語り継がれているのである。

写真14 英雄烈士Bế Văn Đànの模型の展示
（撮影地・ディエンビエンフー歴史博物館内）
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第3章： 戦死者墓地における個人の語り
前章において、ドイモイ政策施行以降の主要な戦死者墓地の現状を見ていくことによって、戦死者
墓地が戦争を記念する場としていかに構築されつつあり、そして、いかなる戦争の記憶が形成されつ
つあるのかを検討してきた。しかしながら、戦死者墓地は、このような国家によって形成される戦争
の記憶や語りによってのみ構成されているわけではない。国家が墓地という空間をいかに造り変えて
いくにせよ、戦争体験者や遺族たちにとってそこは、依然として身内や戦友が、あるいは、戦死者の
魂が眠る神聖な場所だからである。
死者の魂や霊的な存在といった、生きている人間の人智を超えた存在やその世界を、ベトナム語で
「tâm linh（「霊魂」の意。漢越語を直訳すると「心霊」）
」という。戦死者墓地は、このような戦死者の
霊魂に関わる話が、遺族や参拝者の体験談やうわさ話として発生する場でもある。本章では、とりわ
け、墓地の管理人をはじめ、墓地を訪れる遺族や参拝客によって語られる、このような「霊魂（tâm linh）」
の話に着目して、戦死者墓地における個人の語りを検討していく。

1. 「聖なる菩提樹」の話
「霊魂」にかかわる語りは、遺族や墓地参拝客の数だけ存在すると考えられるが、そのなかでもう
わさ話の域を超えて戦死者墓地における霊魂話として定着しはじめた語りもある。そのひとつがチュ
オンソン烈士墓地における「聖なる菩提樹（Cây bồ đề thiêng）」30)の語りである。ここでは、チュオン
ソン烈士墓地の墓地管理責任者のHồ Tát Ái氏への聞き取りに基づいて「聖なる菩提樹」の話を見てい
く。以下、Ái氏の語りの要約である。

祖国功労記念碑が完成して一年ほどが経過したころ、記念碑の後方に何かの芽が出てきたこと
に気づきました。その芽が生長するに従って、それが菩提樹であることが判明しました。菩提樹
は年々大きく繁り、祖国功労記念碑を越えるほどの高さになりました。このころから菩提樹が祖
国功労記念碑を後ろから抱きしめているように見えると指摘されはじめ、そして、「何か聖なる存
在が戦死者を護っているのではないか」という声が聞かれるようになりました。
大きくなり続ける菩提樹が記念碑を侵食する恐れから、樹を切り倒したほうがよいのではない
か、という意見が出ましたが、関係当局に判断を委ねたところ、その「聖なるもの」の存在が尊
重されて、樹をそのままにしておくことが特別に認められました。もちろん、聖なる存在などで
はなく、単に墓地の後方の森から樹の種が飛んできて生えただけだろう、という者もいました。
ですが、わたしが調べてみたところ、記念碑から半径10キロメートルの範囲には一本も菩提樹が
なかったのです。
この話は参拝者によって語り継がれ、この樹は「聖なる菩提樹」と呼ばれるようになりました。
今では記念碑の前で祈りを捧げた後、記念碑の後ろにまわり、菩提樹に線香やお粥を備える者も
います。戦死者の霊魂を護ってくれている聖なる存在にたいして畏敬の念を抱いているのです。

祖国功労記念碑の前で戦死者を哀悼する遺族や参拝者の姿は、墓地を戦死者を顕彰し、愛国心を醸
成する場に変容させようとする国家の意図と矛盾しないものかもしれない。しかしながら、この「聖
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なる菩提樹」の話において参拝者や遺族は、「祖国」のために戦死した者を悼むだけではなく、神聖で
不可思議な力を持つとされる「霊魂」や「聖なる」霊的な存在を畏れ敬っている。遺族や参拝者にお
いて、国家による戦争の記憶とは異なる、新たな認識や語りが生まれているのである（写真15、16、
17）。
この菩提樹が果たして神聖な樹であるのかどうかは、さして重要ではないであろう。ここでは、何
も植えていないはずの場所から「何かの芽が（自然に）出てきた」という言葉に着目したい。この言
葉は、全く意図していなかった語りが自然発生的に生まれてくることを象徴している。この「霊魂」
や「聖なる」霊的な存在は、国家や個人の意図に基づくのでもなく、予測不可能な状況下に突如現れ
て、新たな語りや認識を生み出すのである。
ふいに「霊魂」が現れることによって新たな語りが生まれた例は、他にもある。Ái氏は自身が体験
した「霊魂の話」を次のように語る。

旧暦の15日に近いある日、わたしと同僚であるBằng氏は、日課である烈士への焼香を済ませるた
めに儀礼場に行きました。19時ごろだったでしょうか、墓地がひっそりとするなか、祖国功労慰
霊碑の正面に一人の男が腰掛けているのを見かけました。わたしたちが近づいているのにも気づ
かず、男は微動だにせず座っていました。しかし、こんな時間に記念碑の前に座っているのもお
かしいと思い、わたしは「そこに座っているのは誰だ」と尋ねました。二度尋ねても、三度尋ね
ても黙っているので、Bằng氏は怖がって引き返そうとしましたが、わたしはその男は何か烈士の
霊魂に関わる存在なのではないかと思い、「答えないならば、撃つぞ」と脅しました。その瞬間、
男はすばやく立ち上がり、はっきりと「わたしは同隊の者を訪ねにきた」と答えました。わたし
が「こんな時間にどうやってここまできたのか」とさらに尋ねると、男は「空から飛行機できた」
というのです。さーっと鳥肌がたったのですが、そういい終わるとすぐに、ぱっと男は消えてし
まいました。わたしとBằng氏は慌てて線香をあげ、後日改めてこの場所で供養の儀式を行ったの
でした31)

Ái氏が「烈士墓地にはこのような話が溢れている」というように、戦死者墓地とは、霊魂に関する
語りが「自然発生的に」生まれる場所であり、これらの語りによって戦争や戦死者の記憶や語りが書
き換えられる場所でもある。この語りにおいて戦死者は、実体としての死者とも、国家が構築する「烈
士」とも異なる存在へと変容していることが指摘できる。そして、この霊魂の存在こそが、死者と生
者を繋ぎ、さらには戦時と現在とを結ぶ回路となって、戦争や戦死者にかかわる新たな記憶や語りを
紡ぎ出しているのである。
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写真15 祖国功労記念台と「聖なる菩提樹」
（撮影地・チュオンソン烈士墓地）

写真16 「聖なる菩提樹」
（撮影地・チュオンソン烈士墓地）

写真17 菩提樹に供えられた線香とお粥
（撮影地・チュオンソン烈士墓地）

2. 烈士と霊魂の狭間で
「聖なる菩提樹」や戦死者墓地に現れる霊魂に関わる個人の語りは、戦死者を哀悼し、畏敬の念を
抱く点において、戦死者の顕彰を通して墓地を歴史教育や愛国心を醸成の場へと変えていこうとする
国家の意図に反するものではないといえる。しかしながら、そのような神聖な存在と総体としての「烈

― 16 ―

士」の間において矛盾は見られないとしても、実際にその戦死者が遺族の身内やその霊魂となるとき、
個人の意図や利害において様々な齟齬が現れはじめる。
例えば、2001年9月12日の『世界安寧新聞』では、1996年に労働・傷病兵・社会省がクアンビン省下
の戦死者墓地で行った実態調査に関する記事が掲載されている。戦死者の墓に記載されている情報を
もとに各地域の遺族に連絡を取ってみるというこの調査において、同紙では、以下の3つの問題点が明
らかになったと述べる。

まず第一に、調査を実施した墓地において、遺族に連絡を取るのに十分な基礎情報を備えた墓は
全体の約40パーセントのみであり、残りの墓は基礎情報不足のため、遺族を捜し出せないことが
判明した。…第二に、時間の経過により、遺族の死亡や転居による住所不明などが多く、烈士墓
の情報を提供できなかった。第三に、より深刻な問題と考えられるが、遺族に墓の情報を伝える
ことができたケースでは、多くの遺族が墓に参拝するだけではなく、墓から遺骨を掘り出し、故
郷に持ち帰ることを要求した。そして、許可を得ていないにもかかわらず、個人の判断で墓を掘
り起こし、遺骨を「盗む」遺族が増加した。調査によると、クアンチ省出身者の墓1580基、タイ
ニン省出身者の墓1180基、ザライ省出身者253基、クアンビン省出身者483基の墓から、遺骨が掘
り返されていたことが明らかになった。堅固に美しく造られた烈士墓が、遺族の手によって破壊
され、荘厳で神聖な歴史文化建築物である烈士墓地の美観を損ねる結果となっているのである32)

この3番目の問題点に着目したい。「堅固に美しく造られた烈士墓が、遺族の手によって破壊され、
荘厳で神聖な歴史文化建築物である烈士墓地の美観を損ねる結果となっている」と指摘されているよ
うに、ここにおいて国家と遺族の認識や戦死者をめぐる利害の不一致が明らかにされている。同記事
では、遺族が遺骨を故郷に持ち帰る理由については触れられていないが、遠隔地にある見知らぬ場所
ではなく、日常的に参拝可能な故郷の戦死者墓地や一族の墓に遺骨を納めて供養をしたいと願う、遺
族の心情が背景にあると考えられる。
前章で見てきたように、ほとんどの戦死者墓地において身元不明の墓が大多数を占めている。経済
的、物質的な条件が整ってきたこともあり、現在、実際に身内の戦死者を供養したいと限られた情報
を頼りに戦死者墓地に墓や遺骨を捜しにくる遺族も少なくない（写真18）。そのような遺骨を持ち帰ろ
うとする動きだけではなく、戦死者をめぐる国家と遺族との認識や利害の相違は、次のような形をとっ
て現れることがある。
第一次インドシナ戦争の戦死者が埋葬されているディエンビエンフー烈士墓地（A1の丘墓地）では、
戦死者情報の記載された墓や身元不明の墓に交じって、墓標の裏面に戦死者の名前や情報が記されて
いる墓が散見される33)（写真19、20）
。同墓地の墓地管理人によると、裏面に個人情報が記されている
墓とは、90年代前半より増加してきた、遺族自らが捜し当てた戦死者の墓であるという。身元を確認
できない無名墓が多数を占める同墓地では、多くの遺族がさまざまな手段を用いて身内の墓を捜しに
くる。遺族自ら墓を捜し当てこれが身内の墓だと主張されることがあるが、本当にその墓が遺族が捜
している墓かどうか確認ができないため、そのような場合、同墓地では、墓標の裏に死者の情報を記
すことで対応をしている34)。
この墓標の表と裏の世界こそ、戦死者をめぐる国家と個人の相違、あるいは錯綜する戦死者の位置
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を具現化しているといえる。それでは、この墓標の背面では、どのような語りや戦争の記憶が生じて
いるのであろうか。次章では、このような遺族による墓や遺骨捜索の実態を検討するとともに、その
墓・遺骨捜索の過程で紡がれる戦死者にかかわる語りや戦争の記憶を考察していく。

写真18 実兄の墓を捜しにきた遺族
（撮影地・タイニン省 第82丘烈士墓地）

写真19、20 墓標の裏に記された戦死者の個人情報
（撮影地・ディエンビエンフー烈士墓地）
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第4章： 墓・遺骨捜索の現在
党、国家、人民は、「水を飲めば水源を想う」という我々の伝統に従い、烈士の恩に報いようと
している。これまでに行われてきた遺族や傷病兵への補償、烈士墓地の建設…などを見ていると、
我々は幾分かは烈士の恩に報いることを実行しているのだ、と自らを慰めることができる。しか
し、ひとたびベトナム南部の烈士墓地にいくならば、直ちにその思いは揺るぎ出し、自問するこ
とになるだろう。我々は恩に報いるといって何をしてきたのだろうか、と。出征するときには、
名前、故郷、所属部隊を持っていたはずなのに、故郷に戻ってくるときには、ただの無名の墓標。
…出征した日はあっても、帰ってきた日のない者。名前を持っていたはずなのに、今やたった「無
名」という二文字しかもたない者…35)

1. 遺族による墓・遺骨捜し
これまで見てきたように、ドイモイ政策施行後、国家は国家予算を投入し、積極的に戦死者墓地を
戦争を記念する場へと変容させながら戦争の記憶を形成してきた。その一方で、国家により祀られて
いる「烈士」とは、遺族においてはいまだ家に帰ってこない親や兄弟、友人であり、また同時に、死
後、人智を越えた存在となった霊魂でもある。身内の遺骨や墓を捜し出して、死者や霊魂を供養した
いと願う遺族の積年の想いにもかかわらず、現在、身内の墓や遺骨を捜すことのできた遺族はごく一
部にしかすぎない36)。
しかしながら、前章の最後において触れたように、90年代前半より、全く手がかりのない状況を打
開して、墓や遺骨を自ら捜し出す遺族が現れてきた。この墓・遺骨を捜し出す方法として、徐々に社
会のなかで広まりはじめたのが、戦死者の霊魂に接触することによって墓や遺骨を見つけ出す能力を
持つという、
「Nhà ngoại cảm（外感家）
」と呼ばれる人々を通して墓・遺骨を捜索する方法である。本
章では、この「Nhà ngoại cảm」を通して実際に墓・遺骨捜索を行った遺族の事例を挙げながら、戦死
者の捜索をめぐって遺族の置かれている状況や墓・遺骨捜索の実態を見ていくとともに、その過程で
生じる戦死者に関する遺族の語りやそこで想起される戦争の記憶を検討していく。

2. 「Nhà ngoại cảm」による墓・遺骨捜し
「Ngoại cảm（外感）」とは、もともと「常人では感じ取ることのできないものを第六感により感じ
取る能力」37)のことをいう。そのような鋭い第六感を備えた者、あるいは霊能者一般を「Nhà ngoại cảm
（外感家）
」と呼んでいたが、現在では、とくに第六感を用いて死者の墓や遺骨を捜す人々を意味する
ようになった。現地に赴かずとも、死者の霊魂との会話を通して墓や遺骨の場所を見つけ出す、この
「Nhà ngoại cảm」の方法は、「遠隔からの墓捜索（Tìm mộ từ xa）
」と呼ばれて、社会においても一定の
認知度を得ている（写真21）。
社会主義政権下のベトナムにおいて、これまで長い間、霊媒や呪術、占術などの非科学的な方法は
「迷信異端」であるとして禁じられてきた38)。しかしながら、「Nhà ngoại cảm」たちが高い確率で戦死
者の墓や遺骨を捜し当てるに従い、その能力を科学的に究明し、「遠隔からの墓捜索」を組織的に支援
する団体が現れはじめた39)（写真22）。現在では「Nhà ngoại cảm」は、
「迷信異端」ではなく「科学」
である、と認識されて、その捜索方法がより広く受け入れられつつある40)。それでは、以下、実際に
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「Nhà ngoại cảm」を通して墓・遺骨捜索を行った2つの遺族の事例を挙げて、身内の墓や遺骨を捜した
いと願う遺族の状況と「Nhà ngoại cảm」による捜索の実態を検討していく。

写真21 ハノイ市内にあるNhà ngoại cảm
遺骨捜索事務所（撮影地・ハノイ市）

写真22 Nhà ngoại cảm関連団体の年度末総会で
表彰されるNhà ngoại cảm（撮影地・ハノイ市）

1） Tiến氏の事例
本章の冒頭で引用した手記を記したTiến氏（1947年生）は、
「Nhà ngoại cảm」の助けを借りて身内の
墓を捜し出した遺族の一人である。身内の墓を捜し出すことは、「無名」となった戦死者に再び名前を
返す行為だと指摘するTiến氏は、現在、ハノイ市D区役所の司法室長をしている。1996年に5人兄弟の3
番目の弟Trung氏（1955年生まれ）の墓を捜し出したTiến氏は、その経緯を次のように語られた41)。

弟は1972年か73年に入隊しました。1975年3月、あと1ヶ月で南部ベトナムが解放されるというと
きに、弟は戦死しました。弟は砲兵第1207部隊に砲兵として所属していましたが、戦闘中、砲撃
場所が攻撃されて弟の隊はほぼ壊滅状態になった、と同隊にいた弟の親友から聞いていました。
仕事柄、労働・傷病兵・社会省支局の人と接する機会があるため、弟が戦死したフエ省のフーロッ
ク社近辺の烈士墓地に弟の墓がないか調べてもらいましたが、烈士墓の名簿に弟の名前はなく、
わたしは無名墓になっている可能性があると考えました。烈士墓地の統合や戦後の区画整備によ
り墓の場所を探すだけでも困難なのに、その上無名墓では全く捜しようがないと諦めていたとこ
ろ、ある日、偶然テレビで「Nhà ngoại cảm」による墓捜索の番組を見たのです。それが契機となっ
て、「Nhà ngoại cảm」の存在を知ったわたしは、その方法で弟の墓を見つけることができるのでは
ないだろうかと思い、連絡をとってみました。

ここから、戦死者の十分な情報が得られていない上に、烈士墓地の改修や戦後の区画整備によって
ますます身内の墓・遺骨捜索が困難となっている状況がうかがえる。戦死の状況や埋葬した場所につ
いておおよその情報を得ていても、それは、身内の墓を確定できるほど詳細かつ正確なものではない。
Tiến氏も友人や退役軍人会を訪ねて実弟の情報を集め、関係機関において各地の名簿を確認したが、弟
の墓を捜し出すことはできなかった。墓の捜索を諦めていたTiến氏にとって「Nhà ngoại cảm」の存在
は、氏がいうようにまさしく「最後の手段」であったといえる。
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連絡をしてみたところ、「Nhà ngoại cảm」を名乗るC氏という女性が来ました。その女性は、あの
世とこの世の者の会話を可能にする通訳者のような人で、弟の写真を用意するようにいわれまし
た。写真を準備すると、C氏は弟の霊魂を呼び出して、話しをするといいます。C氏を通じて、弟
に居場所を尋ねると、弟の親友が教えてくれた通り、フエ省の烈士墓地に埋葬されていることが
わかりました。…C氏は弟の霊魂と話をしているといいますが、しかし、すぐには信じることがで
きません。正直にそのことを打ち明けると、弟の霊魂が「旧正月前に母さんが家の前で転びそう
になったでしょう。あれを助けたのはわたしです」と語り始めました。他にも旧正月の祭壇の様
子など家族しか知らないことを話し続けるので、わたしは確かに弟の霊魂がそこにいると確信し
ました。

「Nhà ngoại cảm」の評判を聞いていても、遺族ははじめからその能力を信じているわけではない。
そこで、ほとんどの事例において、こうした身内しか知らない情報やこれから起こる出来事の予測な
どが霊魂によって語られる。霊魂の語りを聞くことやその言葉に従って遺骨を捜し始めること自体が
遺族の「Nhà ngoại cảm」や霊魂の言葉に対する信用を構築する過程となっているといえる。なお、も
し霊魂の言葉が事実と異なるものであったり、墓や遺骨を見つけられなかったりする場合には、「（遺
族の）信心が足りなかった」という理解が用意されている。
「Nhà ngoại cảm」の能力を信頼した後、Tiến
氏は、実際に遺骨捜しに現地に赴くことを決意するが、その前に弟の霊魂から次のことを伝えられた
という。

弟が埋葬されている場所も分かりましたが、最後になって弟は、ハノイに帰りたくない、という
のです。そのまま同隊の皆と同じ場所にいたい、と。わたしも18歳のときに入隊し、幾度も実際
の戦闘を経験したので、弟の気持ちも理解できます。生死をともにした同隊の者たちとの絆とは
そのようなものです。ですが、両親も年老いて、弟が戻ってくるのを心から待ち望んでいます。
繰り返しそのことを伝えると、弟はとうとうわたしの説得に応じて、ハノイの烈士墓地に埋葬さ
れることに同意してくれました。

ここで、ハノイに遺骨を持ち帰りたいと望む遺族に対して、霊魂が自ら戦死者墓地に留まることを
希望していることに着目したい。前章において、戦死者を戦死者墓地内で管理しようとする国家の意
図と、自らの手で供養したいと願う遺族の感情との間に齟齬があることを指摘したが、ここではまた
別の論理が生じている。弟の霊魂は戦死者墓地に留まることを希望するが、その背景にあるのは、国
家の意図とも異なる、戦友たちとの「仲間意識」である。そして、従軍経験を持つTiến氏もそのような
「仲間意識」や霊魂の語りに共感を示しつつ、だが、高齢の両親を慮って、故郷の戦死者墓地に戻っ
てくるよう弟の霊魂を説得する。戦死した場所であれ、故郷であれ、Tiến氏と弟の霊魂はいずれも戦死
者墓地に埋葬されることを望んでいる。しかし、それは戦死者を「烈士」として戦死者墓地に祀ろう
とする国家の論理とは、全く異なるものといえる。
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2） Khánh氏の事例
ハノイの旧市街に暮らすKhánh氏（1935年生まれ）は、2000年、「Nhà ngoại cảm」に依頼して10人兄
弟のうち3番目の弟の墓を捜した。「弟は兄弟のなかで一番ハンサムで勉強もできました。とても上手
に文章を書きました」と話すKhánh氏は、墓捜索の過程を次のように語られた42)。

弟がどこで戦死したのかは、軍事機密ということで全く教えてもらえませんでした。「南部戦線で
戦死。烈士墓地に埋葬」という通知がきただけでした。しかし、その後、弟は第24中隊に所属し
ており、北部から南部メコンデルタに行く途中、同中隊が中部のコンツム省で全滅したらしい、
という情報を得たのです。後になって、その第24中隊の全員がコンツム省の烈士墓地に埋葬され
たようだ、と聞きました。

Khánh氏のように、軍事機密であるとして戦死に関わる詳細を知らされなかったという遺族は非常に
多い。軍への忠誠や兵士の戦意を喪失させるような情報の詳細は、これまで敢えて提供されてこなかっ
たと考えられる。弟の戦死に関わる情報は皆無に等しいにもかかわらず、
「定年退職をして、ようやく
弟の墓を捜しにいく時間ができました。弟は未婚のまま戦死したので妻も子供もいません。わたしも
年を取りました。もしわたしが死んでしまったら弟を捜そうという者がいなくなります。甥や姪はい
ますが、会ったことのない伯父を捜し出すというのは容易なことではありません」とKhánh氏は述べる。
遺族が墓の捜索に踏み切る背景には、戦死者を捜しに行く経費を捻出できる経済的余裕と時間的余裕、
さらに遺族の高齢化があるといえる。

弟の墓を捜し出すために、L氏の世話になりました。L氏はわたしに弟の名前を尋ねただけでした
が、弟が中部のコンツム省で戦死したことを言い当てました。わたしの家族は、L氏の能力に半信
半疑でしたが、L氏は家族しか知らないような弟のことを次々に言い当てるので、最終的に氏のい
うことを信じるようになりました。さらに、L氏を通じて、弟がどこに埋葬されるのを望んでいる
かを尋ねてみたところ、「故郷の烈士墓地がいい。見知らぬここは寂しい」という答えが返ってき
ました。ここまで聞いたとき、わたしたち家族は中部高原まで弟の遺骨を捜しにいくことを決心
したのです。

Tiến氏の事例と同様、はじめは半信半疑であったKhánh氏や氏の家族も「Nhà ngoại cảm」を通した霊
魂の語りを聞くうちに、その語りを信頼するようになる。さらに、Khánh氏の事例においても、霊魂が
戦死者墓地に埋葬されることを望んでいることを指摘したい。霊魂は故郷の戦死者墓地へと埋葬され
ることを希望するが、一族の墓ではなく戦死者墓地に留まることを望んでいる点では、先の事例と同
じである。この後、Khánh氏は弟の墓を捜し出し、故郷の戦死者墓地へと遺骨を持ち帰ることを願い出
たところ、墓地の管理当局から「原則として烈士墓地の遺骨を持ち帰ることはできない」といわれた。
そこで、氏は「支局の人にお願いして、遺骨は持って帰るが烈士墓地にある墓標はそのままにしてお
くことで合意し」て、故郷の墓地に遺骨を移し変えたという。
最終的に「合意」に至ってはいるが、遺骨をめぐる遺族と管理当局の希望との間には齟齬が生じて
いる。しかしながら、遺族であるKhánh氏は、このような戦死者墓地側の対応を必ずしも問い糾すわけ
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ではない。氏は、「遺骨を故郷の烈士墓地に埋葬することは、弟が望んだことでもありますが、同時に、
弟には家族がありません。わたしが生きている間は良いですが、その後、墓参りをする者がいなくな
る可能性もあります。そのこともあって、わたしは故郷の烈士墓地に埋葬することにしました」と述
べる。戦死者を戦死者墓地に埋葬することが遺族の意に反するとは限らず、むしろこの事例のように、
霊魂の語りが遺族が自らの心情に折り合いをつける契機となっていることが指摘できる。

これまでTiến氏とKhánh氏の事例を通して、近親の戦死者を捜したいと願いつつ、長い間実現しな
かった遺族の背景や状況、手順や遺族とのやり取りなど「Nhà ngoại cảm」による墓・遺骨捜索の実態
を見てきた。前章において、戦死者をめぐる国家と遺族の見解に相違があることを指摘したが、この2
つの事例においては、国家の意図とは異なりながらも、戦死者の霊魂は戦死者墓地に埋葬されること
を望んでいる。もちろん、常に戦死者の霊魂が戦死者墓地に埋葬されることを希望するとは限らない
と考えられるが、霊魂の要望は、生者の利害と矛盾しない範囲で語られていることが指摘できる。

3. 敗戦の記憶と完結する語り
これまで2つの事例を通して「Nhà ngoại cảm」による墓・遺骨捜索の実態を概観した。ここで、墓・
遺骨捜索のなかでもとりわけ重要と考えられる点を検討したい。それは、このような遺骨捜索や霊魂
の語りを契機として、霊魂や遺族を通して改めて死者の戦死時の詳細や戦争の記憶が想起されている
ことである。上述の2つの事例において、捜し出した戦死者の所属していた部隊が「壊滅状態」や「全
滅」であったことが語られている。これらの語りは、結果的には「戦勝」を収めたとされる戦争では
あるが、「戦勝」に至るまでの個々の戦闘においては多数の敗戦を経験していたという「敗戦の記憶」
を、改めて想起させるものである。そして、そこにおける戦死とは、英雄烈士に象徴されるような輝
かしい殉死ではない。語られる死のほとんどが、師団の全滅や爆撃による兵士の即死など、意義や意
味を見出せない死である。全滅したがゆえに、あるいは隠されてきたがゆえに知らされることのなかっ
たこれらの戦死の状況が、
「Nhà ngoại cảm」を介した霊魂の語りによって再現されるのである。Khánh
氏の手記において、弟の戦死時の状況は次のように記されている。

L氏が教えてくれた、弟が戦死したときの話は非常に具体的でした。弟は、ビンディン省の境にあ
るアン・ケ丘での戦闘に参加しました。その後、弟の隊はザライ省（現コントゥム）境界である
タイグエン高原に引きました。ですが、弟の隊は包囲され、非常に大きな損失を被りました。弟
は重症を負い、塹壕の中ですぐに息を引き取りました。掘りの土砂が崩れて骨はすべて折れまし
た。現在、この場所は整備され、弟の遺骨はザライ省のサー・タイ県の烈士墓地に整備、埋葬さ
れました43)

「南部で戦死」、あるいは「全滅」といった言葉とは異なり、ここでは、実際に見えているかのよう
に戦死時の状況が具体的に伝えられている。戦死者の墓や遺骨を捜すことが「無名」となった戦死者
に名前を取り戻す行為ならば、それとは名前だけではなく、
「戦死」
、「全滅」といった言葉で片付けら
れた戦死者に、もう一度個々の生と死を取り戻す行為でもあったといえる。
このように墓・遺骨捜索を通して、具体的な敗戦の記憶が想い起こされ、さらに、肉親の死が再現
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される。しかしながら、このような記憶を前に、遺族は悲嘆に暮れて墓・遺骨捜索を終えるのではな
い。墓・遺骨捜索の最後には、遺族が自分の感情に折り合いをつける、次のような過程が用意されて
いる。
身内の戦死者の墓を捜し当てた遺族が本当にそれが捜している墓かどうかを最終的に確かめる方法
のひとつに「卵と箸の方法」がある。これは、捜し出した墓の前に一本の箸を立て、その箸の上に生
卵をのせてみるというものあり、生卵が箸の上で静止するならば、その墓は捜している身内の墓であ
るといわれている。
「Nhà ngoại cảm」による墓・遺骨捜索を行う遺族において、生卵が箸の上で静止す
るのは、身内である死者が倒れないようにその箸をしっかり両手で握っているためと理解されており、
最終的に墓を確認する際には、この方法が試みられることが少なくない。Tiến氏、Khánh氏の事例にお
いてもこの「卵と箸の方法」が次のように語られた。

捜し出した墓が弟のものであるかどうかを確かめるのに、5つの卵と箸を買って「卵と箸の方法」
を試してみました。しかし、何度か試しましたが、どうしても卵が落ちてしまう。私は泣きなが
ら、「弟よ。この墓がお前の墓であるのなら、しっかり両手でこの箸を握ってくれ」と祈りました。
すると、ついに卵は箸の上に留まり、なんとその後一週間落ちることなく箸の上にのっていたの
です

…義理の弟が卵を取り出し、箸を墓の前に立ててみました。しかし、卵は落ちてしまいました。
その場にいた者たちは、慌てふためき、怖くなり、L氏に連絡してみるしかない、ということにな
りました。電話をしてみたところ、L氏は非常に驚いて、神聖な儀礼であるのに、厳粛な態度でも
なく、跪くことさえなかったのかと義理の弟を叱りました。義理の弟ははっとして、ちょうど小
便にいったところでズボンのチャックも閉めておらず、帽子も後ろ前逆さに被っていることに気
がつきました。身だしなみを整え、厳粛な姿勢をとった後、まるで秘術のように箸の頭の上に静
かに卵がのりました

これまで遺族は「Nhà ngoại cảm」を介して霊魂の語りを聞き、戦死者と生者との関係を成立させて
きた。しかし、この「卵と箸の方法」において、遺族ははじめて直接的に戦死者の霊魂と向き合うこ
とになる。この方法を通して遺族が確認するのは、その墓が捜している墓かどうか、ということだけ
ではない。そこでは、箸を握るということで、遺族に協力、応答し、捜し出されるのを待っていた戦
死者の霊魂が同時に想起されているといえる。これは、墓の捜索を行う生者を戦死者が受け入れる過
程でもあり、戦死者による慰藉の機能を果たしているのである。
このような一連の遺骨捜索を終えたTiến氏、Khánh氏は、一様に「気持ちが落ち着いた。もし捜し当
てた遺骨が本当は誰か他の戦死者の遺骨だったとしても構わない。最善を尽くして捜し当てたものだか
ら、弟のものと思って供養したい」という。この2つの事例もそうであるように、遺骨捜索を終えた遺
族は、その過程を手記という形で饒舌に綴ることが少なくない。遺骨捜索の不可思議さもあるが、それ
とは、ひとつの新しい記憶や語りを紡いだ結果であるともいえる。遺骨捜索とは、遺族が心情に折り合
いをつける過程でもあり、そして、未完の語りや記憶を完結させる役割も果たしているのである。
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あとがき
わたしがはじめてベトナムを訪れてから現在までの、たった十数年の時間を振り返るだけでもベト
ナムが、そしてベトナムを取りまく状況が日々大きく変化してきたことが分かる。「ベトナムにおける
戦争の記憶を検討する」というこの研究課題も、調査に着手した当初は一世代上の研究者の方々から
「ベトナム戦争が『歴史』として扱われるとは」と多少の驚きをもって受け止められたものだった。
しかし、日夜経済発展を遂げているベトナムの現状を目にするたびに、ベトナムでの戦争が急速にす
でに終わった過去の出来事になりつつあることを改めて感じている。また、逆説的ではあるが、観光
地化されていない戦跡地や戦死者墓地に立ち入ったり、個人の戦争体験を聞く機会を得たり、軍事機
密であるとして国民ですら詳細を知ることができなかった戦争に、
「フィールドワーク」という形で外
国人の一学生が近づくことができたこと自体、戦争がある程度「過去」とならなくては実現しなかっ
たことである。
これまで見てきたように、とりわけ、ドイモイ政策施行以降、戦死者をめぐる国家や個人の対応は
急速に変化してきた。国家は戦死者墓地を国民意識や愛国精神を醸成する場であるとして、国内の主
要な墓地において多額の国家予算を投入し、墓地の改修工事や戦争モニュメントの建設を行ってきた。
その結果、墓地内においては戦死者が没個人化され、その死が数量化されている一方で、「烈士」とし
ての戦死者が戦争モニュメントや英雄烈士の武勇伝などを通して積極的に可視化されていた。
しかしながら、戦死者墓地はこのような国家による戦争の記憶のみで占められているわけではない。
そことは、戦死者の霊魂の語りといった予測できない語りが自然発生的に生まれる場であり、そして、
そのような語りを通して国家による戦争の記憶が書き換えられる場でもあった。さらに、この霊魂の
存在は、戦死者の墓や遺骨を捜し出したいと願う遺族の最後の手がかりとなっている。この霊魂の語
りに従う墓・遺骨捜索を通して、遺族は個別の戦争の記憶を改めて想起し、戦死者をめぐる未完の語
りを完結させていた。
以上のように、戦死者墓地での戦死者をめぐる国家や個人の語りを検討することにより、現在、形
成されつつある戦争の公的な記憶とそこでは語られない個人の記憶とを考察してきた。しかしながら、
本稿で取りあげた遺族の実践や霊魂の語りが、必ずしも「証言」と位置づけられるような「沈黙の声」
とはいえないことも、ここで指摘しておきたい。なぜなら、このような遺骨捜索を行えること自体、
ある程度経済的に余裕のある遺族であると指摘でき、そして、この2つは遺骨を無事に捜し出すことの
できた、「成功」事例でもあるからである。確かに霊魂の語りや霊魂を解して想起される戦争の記憶は、
ある程度、語られない領域に近づくことを可能にした。しかしながら、戦死者たちの「殺戮」の記憶
が語られることはなく、また、「敵」とされる人々の記憶が語られることもなかった。女性の戦争の記
憶が語られることはほとんどなかったことも指摘できる。
証言の領域に近づくことが困難なままに、戦争は急速に過去の出来事となりつつある。しかしなが
ら、その困難さのなかで、語られない証言の領域に近づこうとする試みが国境を越えて少しずつ広が
りつつあることも、最後に指摘しておきたい44)。さまざまな意図のもと形成される記憶を注意深く検
討すると同時に、語られない記憶のや沈黙の領域を意識して、つねに戦争の記憶を形成中の過程に置
き直すこと。これこそが、
「戦後」といわれる今、本当に戦争を平定していくことにつながっていくと
考えている。
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憶の比較文化史―史誌・記念碑・郷土―』などを参照。
3) 冨山一郎『増補版戦場の記憶』日本経済評論社、2006年、147ページ。
4) 金成禮「国家暴力と性の政治学－済州4・3虐殺を中心に」
『トレイシーズ2』岩波書店、2001年、
214ページ。
5) 金成禮「前掲論文」
、215ページ。
6) 金成禮「韓国近代への喪章－暴力と済州抗争の記憶」
『現代思想』青土社、1998年。本稿は、金の
一連の研究より大きな示唆を得た。
7) ここでは、戦死者墓地の管轄機関である労働・傷病兵・社会省から1997年に出版された『傷病兵・
烈士・国家功労者政策』を主な資料としている。
8) Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội, 1997b, p.177.
9) マジョリティであるキン族の埋葬方法については、大西和彦「祖先崇拝」の項（桜井他編『ベトナ
ムの事典』184ページ）を参照。なお、少数民族はそれぞれ独自の埋葬の風習を持つ。
10) Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội, 1997b, pp.177－181.
11) Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội, 1997b, p.178.
12) Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội, 1997c, p.269.
13) 古田元夫『歴史としてのベトナム戦争』大月書店、1991年、40ページ。
14) Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội, 1997c, p.154.
15) 1947年7月27日に傷病兵や戦死者への対応を議論した会議がはじめて開かれたことから、7月27日が
「傷病兵・烈士の日」と定められた。毎年、この日は、各地で戦死者の慰霊祭祀や傷病兵や遺族へ
の慰問活動などが行われる。
16) この時期に墓地に関わる政策が急増した背景には、ドイモイ政策施行による経済の安定に加えて、
国際環境の好転があると考えられる。1991年に開催された第7回党大会において、ベトナム共産党
は「社会主義国際関係」優先政策を転換し、体制の如何を問わない外交政策を採用した。その結果、
カンボジア問題の政治的解決が促され、中国との関係が正常化、日本、西側先進国、ASEAN諸国と
の関係が急速に改善した（1995年にはASEANに正式加盟）
。（古田元夫『ベトナムの世界史』1995年、
242‐243ページ）
。国際関係の改善に伴う外交関係の活発化が、「愛国心や民族の誇り」を醸成する
戦死者墓地の建設にも影響を及ぼしたことが考えられる。
17) Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội, 1997f, p.91.
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18) Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội, 1997f, p.134. “Nhà Bia Ghi Tên Liệt Sỹ” （『烈士忠魂碑』
）に
よると、1994年現在、全国500以上の社において烈士忠魂碑が建てられたことが報告されている（Bộ
Lao Động Thương Binh và Xã hội, 1994, p.20）
19) 2918ヵ所の戦没者墓地のうち、省管轄のものが47ヵ所、県の管轄が432ヵ所、社（最小の行政単位）
の管轄が2439ヵ所となっている。
20) この他にも、ベトナム共産党創立記念日（2月3日）、祖国統一記念日（4月30日）
、国慶節（9月2日）
ベトナム人民軍結成記念日（12月22日）などがある。
21) しかし、正式には省管轄の墓地であり、これらの墓地を国家の管轄と定める公的規約はない。
22) “Nghĩa Trang Liệt Sỹ Quốc Gia Đường 9”
（『ドゥオンチン国家烈士墓地』
）より。
23) チュオンソン烈士墓地に埋葬されているのは、主に「チュオンソン部隊（Bộ Đội Trường Sơn）
」と
呼ばれている、ラオス、およびカンボジアを通過してつくられた複数の補給路（ホーチミン・ルー
ト）において、北から南へと兵員や物資、武器の輸送を行っていた兵士たちである。チュオンソン
烈士墓地内では、各出身地域ごとに分けられてこれらの戦死者が埋葬されている。
24) “Nghĩa Trang Liệt Sỹ Trường Sơn”（『チュオンソン烈士墓地』）より。
25) “Nghĩa Trang Liệt Sỹ Quốc Gia Đường 9”
（『ドゥオンチン烈士墓地』）より。
26) “Nghĩa Trang Liệt Sỹ Trường Sơn”（『チュオンソン烈士墓地』）より。
27) ジョージ、モッセ『英霊 創られた世界大戦の記憶』2002年、107ページ。
28) 「勇敢で、才知に長け、我を忘れて身を捧げる者。部隊、兵士、軍の中で最も高い訓練、活動、研
究能力を備えていること」が英雄烈士の基準として挙げられている。
29) “Chân Dung Anh Hùng Thời Đại Hồ Chí Minh”（『ホーチミン時代における英雄の肖像』）p.168.
30) ベトナムでは、一般的にインド菩提樹やベンガル菩提樹などの古樹には精霊が住んでいると認識さ
れており、畏敬の対象となっている。ベトナムの聖木信仰については、「中部ベトナムにおける木
霊崇拝について」（『ベトナムの社会と文化第1号』風響社出版）を参照されたい。
31) ここでの語りは、Ái氏への聞き取りと“Giáo dục và Thời đại”số30（『教育と時代』2006年7月23日
号）に掲載されたÁi氏によるTâm linh話の記事を参考にまとめたものである。聞き取った語りと掲
載された話とで詳細の異なる箇所は（記事では「男」が「同隊のものを訪ねにきた」と答えたとこ
ろで話が終わっている）、聞き取りによるデータを優先している。
32) Báo“An Ninh Thế Giới”『世界安寧新聞』2001年9 月12日号
33) 2006年6月の時点で、裏面に戦死者の情報が記されていた墓は、墓の総数644基のうち31基（全体の
約5パーセント）であった。
34) 遺族が墓を捜し出した場合の対応は、墓地の管理人や各省の労働傷病兵社会部支局の判断に委ねら
れることが多く、各墓地で異なっている。
35) “Tạp Chí Thông tin Khoa Học UIA”số.3（『UIA科学情報雑誌』第3号）p.32.
36) 戦死者墓地には約70万の遺骨が埋葬されており、そのうち身元が確認されている墓は約30万基とい
われている。身元が判明しても、遺族がその墓を捜し出せない場合が多い。
37) “Từ Điển Tiếng Việt”（『越越辞典』2004年度版）「Ngoại cảm」pp.682‐683.
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38) 社会主義政権下における「迷信異端」の状況については、宮澤（
『文化人類学を再考する』青弓社、
2001年）を参照されたい。
39) 「Nhà ngoại cảm」の活動を支援している主な団体には、民間の団体である「応用情報科学技術連合」
と物理学者や心理学者が中心となって設立した「人間潜在能力研究所」とがある。前者は、「Nhà
ngoại cảm」による墓、遺骨捜索の事例を収集・分析した先駆的な団体であり、政府の調査研究費を
得て同団体が作成した「遺骨捜索実態調査報告書（内部資料）」は、
「Nhà ngoại cảm」を初めて包括
的に分析した貴重な資料である。後者は、「Nhà ngoại cảm」の能力をはじめ、人間の潜在能力をよ
り科学的に解明することを目的に発足し、現在、「ハノイ物理院」の一画に事務局が置かれている。
40) 「応用情報科学技術連合」の報告書では、「Nhà ngoại cảm」の特殊能力は、主に重病や事故などに
よる臨死体験を機に脳のニューロンが活性化された結果である、と説明されている。
41) ここでの語りは、2006年1月に行った聞き取りに基づいてまとめたものである。
42) 2005年12月に行った聞き取り調査とKhánh氏が書かれた手記を参考に、ここでの語りをまとめて
いる。
43) “Hồ sơ Báo Cáo Tổng Kết-Chương Trình Khảo Nghiệm Khoa Học Tìm Mộ Từ Xa bằng Khả Năng Đặc
Biệt (Giai Độan1)”（『特別能力による墓捜索の科学的研究総合報告書 第1段階』内部資料）に掲載
されたKhánh氏の手記より。
44) 例えば、ベトナム戦争中、韓国軍による性暴行を受けたベトナムの女性たちと連帯を築く試みが、
韓国とベトナムの女性の間で始められている。
（洪玧伸訳「ベトナム戦における性犯罪を謝罪しよ
う」『女性・戦争・人権』行路社、2007年）
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