
民主 リ ベラ ル京都労組懇｢ベト ナム視察研修会｣に参加し て （ 下）・

あまりにも酷く醜くかった戦跡
（ 2007 年 10 月 4日～ 7日）

岡 本 哲 也

2 日め ―― 車窓から

午前 9時にホテルを出発したバスは、市内を

北上。ベトナムの勤務時間は、午前 7 時 30 分

（または午前 8 時）～午後 5 時（または午後 5

時 30 分 、昼休みは 90 分というのが多い。通）

勤ラッシュは終わっているらしいが、市内は相

変わらずバイクと自動車がひしめき、その中に

自転車とリヤカーそして横断者が入り乱れて、

日本人には絶対運転無理状態。1 日の交通事故

死亡者は 3人で、そのうちバイクにかかわる事

故が約 70 ％。50 のバイクは 18 歳以上からcc

乗れるが、親の承諾があれば高校生からも乗る

ことができる。バイク 1台 3人まで乗車可能。

しかし子どもは少し違うのか、4 人乗っている

ものも走っていた。一種の曲芸状態だ。日本製

の のバイクは 15 ～ 20 万円で、中国HONDA

製は 5 万円程度。 というバイクもあっSANDA

た。クォンさんいわく「 マークのシーHONDA

トを乗せれば 製だ」とか。冗談ともHONDA

思えない。

これだけバイクが多いと駐輪場が気になると

ころ。歩道を良く見てみると、真中あたりに黄

色い線がある。店からこの線までは駐輪可能ら

しい。面白いアイデアだ。バイクに乗るときの

必需品は、マスクとヘルメット。マスクは大気

汚染が激しいので多くの人がつけていた。スー

パーでは刺繍を凝らした可愛い物も売っている。

ヘルメットは 近、郊外に行く場合は義務付け

されたらしい。日本製のヘルメットは 20 万ド

ンで、中国製が 2 万ドン（2007 年 10 月 18 日

現在。1ドン 0.0072 円 「中国製は弱くて= ）。

ヘルメットの役割を果たさない」と 3日目のツ

アーガイドであるバンさん。

バイクから目を離して自動車を見てみると、

新しい車が多いことに気付く。新車らしきもの

は、日本で使用しても恥ずかしくない代物だ。

途上国でよく見られる、金持ち国の国民が使い

古した中古の中古という自動車はない。徒歩か

ら自転車、自転車からバイク、そして自動車と、

国民所得が増えれば交通用具も高級になってく

る。ホーチミン市民は、自動車は買えないがバ

イクが買える懐具合で、自動車に乗っている人

はお金持ちなのだろう。中国と似ている。

また、多くの働き盛りの人がボーとしている

のをよく見かける。ガイドのクォンさんによる

と失業中らしい。バイクタクシーの運転手もい

る。器用に小型バイクの上で寝そべって日向ぼ

っこをする人もいる。日本人の体形はだんだん

大きくなっているが、ベトナム人にはまだまだ

小さい人が多い。これがアメリカ人を苦しめた。

ベト ナム戦跡

ク チでの戦い ―― ク チト ン ネル

バスは、市内からハノイまで続く国道 1号線

を北上し、途中でカンボジアへ続く国道 22 号

線に入り、その後、片道 1車線の道路を進むと、

Cuホーチミンから北西約 70 ｋｍにあるクチ（
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）での戦いで有名なクチトンネル歴史遺跡Chi

区に到着した。ここからカンボジアの首都プノ

ンペンまでは約 250 。近そうだが、高速道km

路がないので結構、時間を要するらしい。

ホーチミンに来た人は必ず行くといってもい

い超有名な戦跡のクチトンネルと聞いていたが、

到着したときはわが団だけだった。少し拍子抜

けしたが、混んでいるより遥かに楽だ。

クチトンネル歴史遺跡区には、ベンディン

(BEN DINH BEN DUOC)）とベンジュオック（

という 2つの地下トンネルがあり、いわゆるク

チトンネルとはベンジュオックのトンネルのこ

と。トンネルは全長 200 におよび、中にはkm

いくつかの階層や司令室、会議室、武器・爆

薬・食糧などの倉庫、台所、食堂、寝室など、

日常生活から軍事的用途までを備え、他に例を

見ない複雑な構造となっている 、まるで蟻の。

巣のようだ。

このトンネルは、南ベトナム解放民族戦線の

中のクチ解放民族戦線の基地であり、この一帯

は米軍を苦しめたゲリラ戦を象徴する地帯であ

る 「クチゲリラは見えないが、どこにでもい。

る」と米軍に言わしめた戦いを 「誇りであり、

かつ誉れ」として残している戦跡である。

クォンさんの説明によると 「南北戦争にお、

ける南ゲリラは、もともとは農民などの一般市

民であった。クチ地帯は果物や米などの農作物

が豊富な一帯で、彼らは幸せに暮らしていた。

南政府は、南ベトナム統治のため各村々の管理

を強めたが、南政府に反対の住民が多く、成果

が得られなかった。昼間は政府に従順な態度を

示していても、夜はゲリラを助けたり、ゲリラ

となって活動し、実質はゲリラが村々を統治し

ていた。南政府は、そうした村を爆撃によって

破壊したため、住民は地下にトンネルを作って

戦うことを選択した。結果的に住民は 20 年以

上もトンネル内で暮らし、ゲリラとして米軍と

戦った。しかし、いつも地下にいるのではなく、

戦時中でも地上で歌や踊りなどの娯楽を、村人

クチトンネルの入口

落とし穴､鋭く尖った棒には毒が塗られている

全員で楽しんだりもした。このクチ地域は、米

軍の爆撃機の通り道となっていて、攻撃を終え

た爆撃機が余った爆弾を捨てながら（投下しな

がら）帰還していくので、いつ攻撃があるか分

からない状況にあった。

このトンネルは、入口や内部の通路が非常に

狭く、小さなベトナム人は入ることができるが

大きな米兵は入ることができない。そこで米軍

は、手榴弾や催涙ガスなどを用いてゲリラを攻

撃したが、トンネルは村から村へと続き、出入

口や空気口もたくさん備えてあるため、ゲリラ

は速やかに移動して米軍の攻撃をかわしていた。

ときには水攻めもあったが、トンネル内には排

水路も完備し、大きな被害はなかった」らしい。

トンネルのあるジャングルには、爆弾の跡や

いろいろな罠がある。ごく単純な「落とし穴」

は、幼少の頃に落ちた友達をみんなで笑い合っ

た「落とし穴」ではなく、底に鋭く尖った竹や

鉄の棒を引き詰め、その先に毒を塗ったものな

どで、背筋がゾッとする。クォンさんいわく、

「殺すのではなく負傷させる罠」らしい。手負
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いの兵士を増やして、隊の動きを鈍らせる作戦

であろう。

落とし穴と同じように出入口も落ち葉などで

カモフラージュしてあり、教えてらわないと分

からない。ましてや空気口などは、蟻塚や老木

で、小生からすると映画の世界だ。

トンネル内は、現在は観光として入ることが

できるが、正直言って気持ちの良いものではな

い。中はとても狭くて光もなく、不安感に襲わ

れる 。ところどころに罠（タイトルの写真を参照）

もあり、一度経験すれば十分だろう。今でこそ

明るい声も聞かれるクチトンネルだが、薄暗い

ジャングル、ゲリラ、罠、米兵、爆弾など、熱

帯の明るい色彩や陽気な歌声からはかけ離れた

ものばかりだ。狭すぎるトンネルの暗闇の中に

自分を置いた瞬間に襲われた不安感は、戦争に

対する嫌悪感と平和を求める希望の源になるに

ちがいない。20 年間の生活は想像を絶する。

見学の 後に、実際にゲリラが食べていた白

い芋を試食させてくれる。タカピオ芋というら

しい。これはベトナムで食べたものの中でも美

味に属する味だった。戦時中の軍服などはすべ

て手作り。ホーチミンも愛用したゴムサンダル

は、古タイヤを再利用したものである。土産物

としても売っていた。

戦争証跡博物館

今回の視察で思い出すのに勇気が必要なのが

1975 年 9 月 4 日に開館した「戦争証跡博物

館」である。組合活動の一環として、家族旅行

の目的の一つとして、広島、長崎、沖縄など平

和を願う施設を訪れた経験はある。訪れた者は、

例え 10 歳の子どもであっても、恐怖と悲惨さ

と愚かさを感じ 「なぜ戦争するの？」と、素、

直な透き通った眼でたずねる。

この博物館は 「ベトナム唯一の博物館とし、

て、外国の侵略勢力によりベトナム人民に与え

た戦争犯罪および後遺症の系統的な研究、収集、

保管または展示を行う役割を果たして」いると、

戦争証跡博物館の展示室

捕虜が収容された牢獄

パンフレットにあった。しかしその内容は、あ

まりに酷い野蛮な行為、愚かな行為、醜い行為

、 。とその結果が並び 「悪魔」の博物館のようだ

戦争とは、当事者がそれぞれ都合のいい大義

を持ち、それぞれに正義があると主張して行っ

ているものなのだろう。この博物館は、正義あ

る勝戦国ベトナムから見たベトナム戦争で、野

蛮な敵はアメリカだ。

戦争のナマの悲惨さや恐怖を伝えるベトナム

戦争時の報道写真は、解説も付いていて見応え

があった。しかし、そこから先があまりにも恐

ろしい。ベトナムで行われたアメリカ軍の残虐

行為を暴露し糾弾するために、この博物館は存

在しているかのようであった。枯葉剤による奇

形児のホルマリン浸け、捕虜収容所や処刑所の

牢獄、拷問、ギロチンなど「これでもか 「こ」

れでもか」と「人とは思えない野蛮な行為」を

突きつけられた私は、恐怖心と嫌悪感を覚え、

吐き気を催した。これらの行為が、自分が生を

受けた 1961 年以降に行われていたとは……。

敗戦国と勝戦国の違いだろうか。それとも民
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族の違いだろうか 「戦争は醜いもの 「戦争は。 」

悲惨なもの 「戦争は愚かなもの」の表現方法」

が、あまりにも日本のものとは違い過ぎると思

った。これがベトナム的反戦平和の原点なのだ

ろうか。それとも 15 年にわたる戦争の激しさ

と悲惨さを、私は受け止めることができなかっ

たのだろうか。あまりにも酷く醜くて。

10 分前だったが、木村委員長＜団長（急

造）＞から電話があり、集合場所に急いだ。す

でにみんながバスを待っていたが、目があった

情報労連の上林委員長は「涙が出てきて見てら

れへんかったわ」と。黙ってうなずいた。

サイ ゴ ン 陥落の舞台

―― 統一協会(ト ン ニ ァ ッ ト 宮殿) ――

1868 年に、当時のベトナムを統治していた

フランスによって建築され始め、1870 年に完

成した。旧インドシナ総督府（旧名：ノロドム

宮殿）で、1962 年にサイゴン軍隊変乱派の爆

撃機により破壊され、その後ベトナム人の建築

家ゴベトトゥ氏の設計で新宮殿（ドックラップ

宮殿）として建設された。近代建築と東洋の伝

統芸術の真髄を調和させた宮殿と言われている。

地下には大統領の司令室や休憩室、無線室など

の軍事施設があり、狭い廊下が入り組んでいた。

ベトナム戦争終結まではベトナム共和国（南ベ

トナム）の大統領宮殿で、サイゴン政権の 高

指揮機関だった。

1975 年 4 月 30 日午前 11 時 30 分「サイゴン

陥落」の舞台となったところだ。小生は知らな

いが、その際、世界に配信された映像は「一つ

の国が消滅する瞬間」として有名らしい。

その世界が注目した「瞬間」の主役を演じた

のが、解放軍の戦車だ。解放軍のソ連製と中国

製の戦車が、正面の鉄柵を突破して無血入城し、

戦車に乗っていた中尉が午前 11 時 30 分に本宮

殿の屋上に南ベトナム解放民族戦線の旗を掲げ

た。この瞬間、15 年間にわたるベトナム戦争

は事実上終結した。その際、アメリカの代表団

サイゴン陥落の舞台となった統一協会

突入した 2台の戦車

や政府の要人は、屋上からヘリコプターに乗っ

て、海上の米艦隊へ脱出した。この 2台の戦車

は、今でもこの宮殿の門の傍らに飾られている。

クォンさんによると 初に正門に突入したのは

中国製だが、そこで止まってしまった。続いて

ソ連製が副門を突破して宮殿に突入したらしい。

クチでの戦いは、人間が主役であったが、陥落

時の主役は戦車であった。

サイゴン陥落後の 11 月に、国土統一政治会

議がここで行われ、ドックラップ宮殿は「民族

独立と国土統一」を表す「トンニァット宮殿」

とその名を替えた。現在も会議室や観光施設と

して現役であり、この日も会議で使用されてい

たので、グランドフロアは立ち入り禁止だった。

フ ラ ン ス植民地時代の建物

―― サイ ゴ ン 大教会と 中央郵便局 ――

視察を終えるや否やスコールに見舞われた。

本日の戦跡視察はこれにて終了となり、これか

らはフランス植民地時代の建物であるサイゴン

大教会と中央郵便局、そしてホーチミン 大の
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フランス建築のサイゴン大教会

24時間営業の中央郵便局

市場であるベンタン市場へ。

フランス植民地時代のものは、観光ツアーで

行く歴史的な建物だけではない。街を歩けばす

ぐに目につく、太くそしていっそう高くそびえ

立つ街路樹もそうだ。樹齢 100 年以上。日本な

らしめ縄を巻いて御神木と祭られる程の大きさ

である。あまりに大きすぎて小生のカメラでは

収まらなかった。

サイゴン大教会は、19 世紀末に建てられた

カトリック教会で、聖母マリア教会とも呼ばれ

るベトナムの代表的なフランス建築だ。赤レン

ガ造りで左右対称の鐘楼を持ち、ゴシック様式

が美しい。残念ながら写真撮影のみで、ベスト

ポイントに整列して「はい、チーズ」という誠

に観光らしい行動を促されながら写真に納まる

と、その隣にもなにやらフランス建築らしき大

JPUきな建物が目に入る。中央郵便局と聞き、

の外賀委員長とともにその建物へ。1886 年か

ら工事を始め 1891 年に完成。24 時間営業だそ

うで、団員からは「みならいや」と民営化がス

タートした直後に厳しい要望が寄せられた。天

井が高く、曲線のドーム型大天井が目を引く。

門やライトなどの装飾もアールヌーボー風の曲

線で、よくフランスやベルギーで見かける、柔

らかくて美しいものだ。正面にはホー氏の肖像

画があり、その両脇にカウンターが並ぶ。よく

見るとベトナム人より観光客の方が多く、あち

こちでフラッシュが焚かれていた。涼しいので

ツアーの休憩にも使われているようだ。日本語

が耳に入ったので見ると、中央の売店で買い物

している人の多くが日本人だった。もちろんわ

が団員も土産物に群がるグループの一つを形成

した。ここは値切りができないようで、言い値

で買っていた。

ホーチ ミ ン 最大の市場

―― ベン タ ン 市場 ――

続いてベンタン市場の視察となった。東南ア

ジアによく見られる何でもそろう市場だ。運よ

くカエルの解体を見ることができた。まず数匹

のカエルを地面に叩きつけて失神させ、次に口

と鼻の間を切り、さらにお腹の辺りにハサミを

入れて全身の皮を剥ぐ。これで解体は終わりな

のだが、籠の中の解体したカエルが動き出し、

飛び跳ねものもいた。直視するにはちょっと

キツイ情景だ。
・ ・ ・

中にはいると、野菜やフルーツ、そして乾物。

日本人には厳しい悪臭は乾物だ。市場の中央に

は簡易のレストラン。日本的に言えば「屋台

村」か、もっとハイカラに言えば「フードコー

」 。ト 。売られているものはおいしそうに見える

宝飾や雑貨、衣服のエリアに行くと、店の多

さに驚く。特に雑貨と衣服は、2 ～ 3 帖ぐらい

の広さの店が狭い通路を挟んで密集している。

あまり厳しい呼び込みはない。

終日には、みやげ物を探しに再度市場へ。
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ある店の前で立ち止まる。スペインサッカーリ

ーグのロナウジーニョのユニホーム（幼児サイ

ズ）の上着の購入を決める。品物を指差すと店

の中へ入れという。物凄く吹っ掛けた値段を言

ってくることは何となく予想がつく。交渉が始

まった。 初の言い値は 50 万ドン。ややこし

いので１ドン＝ 0.01 円で計算すると、5000 円

程度。あまりの高額に驚いた振りをして店を出

。ようとすると、いきなり 40 万ドンに下がった

それでもダメだと言うと、パンツも付けるとい

う。ちょっと考える振りして品物をチェックす

る。サイズを見ようと思ってタグを見ると、何

を勘違いしたのか「ホンモノ 「ホンモノ」と」

繰り返した。タグでメーカーを確認したと勘違

いしたのだろうが、わけの分からないタグを見

せて「ホンモノ」と言える彼女の根性に恐れ入

った。そんな嘘を言われたらこちらの闘志にも

火がつく。首を横に振ると 「ハウ・マッ、

チ？」と逆質問だ。考える振りして、ここは思

い切って「5000 ドン」と返すと怒られた。50

円では度が過ぎた。そこで「5 万ドン」と言っ

て財布に手をかけたが、次に出たのはこの手の

店のお得意のポーズの「泣きまね」だ。それも
・ ・ ・ ・

「ごはんが食べられない 。あれは丼サイズだ」

ったので「フォーが食べられない」というジェ

スチャー付き。箸の文化は面白い。こういう表

現は、ナイフとフォークでは難しい。箸と丼

（茶碗）を持って食べる真似をして、両手で

「×」をつくれば 「ごはんが食べられない」、

の意味だ。もう一度「ハウ・マッチ？」と聞く

と「30 万ドン」とずいぶん下がった。しかし

ここはメラメラ燃える闘志を剥き出しに「10

万ドン」と言ってお金を出すと、相手が「ダ

メ」と首を振る。ここまで来ると「もういいか

な？」という気持ちが心の中に出てくる。 後

の一声で「20 万ドン」と言うと相手は考え、

店主らしき女性に何か言っている。その女性は

少し考えて首を縦に振った。交渉終了。勝った

のか？ それとも負けたのか？ いずれにして

小さい店が密集するベンタン市場

も 2歳の息子は喜んで着ている。

マ ン グ ロ ーブ の森と 枯れ葉剤

そ し て養殖池

3 日目は自由行動。木村委員長と「カンザ

ー・マングローブの森ツアー」に参加。

ツアー会社の説明によると、マングローブの

森は、ホーチンミンから東南へ 55 のカンザkm

ー省にある。この地域は、かつては 30 種もの

マングローブ（全世界で 70 種といわれてい

る）が自生していたが、ベトナム戦争時に南ベ

トナム解放民族戦線の基地があったため、徹底

的なアメリカ軍の空爆と、400 万リットルもの

枯葉剤が散布されて、マングローブが壊滅した

地帯である。戦後、1 人のベトナム人が始めた

植林運動が国内外に広がり、現在、以前の雄大

な景色がもどりつつある。河川面積を含めて 7

万 5000 ヘクタールにマングローブが茂り、雄

大な景観を見せている。

さて、日本語が流暢とは言えないまでも上手

なバン青年のガイドで、午前 8時過ぎにホテル

を出発。参加者は、我われ 2人と女性 2人。20

分ほどでサイゴン川に到着した。車を降りてフ

ェリーに乗り換えると、10 分程度で対岸に。

船を降りると、たくさんのバナナを積んだ船が

港にいた。しかし、たった 10 分足らずの距離

だが、両岸では大きな違いがある。バンさんに

よると、この地域以降はフルーツの木が育たな

い土壌となってしまい、すべて他の地方から送

られてきているらしい。枯葉剤は別名オレンジ

ベトナム視察研修会に参加して（下） 15



ブラックタイガーの養殖池

マングローブの森の中にあるゲリラ基地

剤と呼ばれるが 「オレンジ」という音の響き、

から連想する「明るさ」や「さわやかさ」から

はあまりにもかけ離れた悪魔的存在は、今なお

影響を与えている。多分「歓迎」と書いてある

アーチをくぐって、再び車は走り出した。道路

は未舗装に近く、車内はガイドの声が聞き取れ

ない程に揺れが激しかった。

その道中の所々に見られるのが、日本の田植

え前の田んぼのような風景である。バンさんに

よると、魚の養殖らしい。そして目的地近くに

あったのが、かの有名な「ブラックタイガー」

の養殖池であった 「おいおい。果物の木が育。

たないところで養殖。それもブラックタイガー

はほとんどが日本への輸出用とは、あんまりや

な」と木村委員長。前からブラックタイガーを

極力食べないことにしている小生にとっては、

「これやし、嫌なんや」と返す。続けて木村委

員長は「お前知らんか？ 井ノ口（自治労本部

国際局長）の後ろにマングローブの種が飾って

あるやろ。ブラックタイガーの養殖のためマン

グローブが伐採されてそうや 。つまり環境問」

題化しているわけだ。思い出したのは総領事が

、 、言った 「多くの国民にとっては環境より生活

すなわち経済重視」である。帰国後調べたとこ

ろによると、ベトナムでもマングローブの湿地

を利用した養殖が盛んに行われだしている。ド

イモイ政策以降は、一部の権力者による湿地の

取得や移住者による不法占拠などが問題化した

ため、カンザー省などの南部では早くに規制が

設けられた。

さて、車は港から 80 分程度走り、ようやく

カンザー省のマングローブ自然保護区に到着し

た。着いて 初に行った先はトイレ。とても清

潔とはいえない掘っ立て小屋で、密林の中だか

ら虫も多い。このようなトイレに入ると、女性

になったことはないが、男性でよかったといつ

も思う。水洗トイレのように使用後のボタンが

あったが、自動水洗ではなく、桶に貯めてある

雨水らしき水を汲んで便器に流す手動水洗。そ

の先は直接川に流れていた。このあたりもまだ

まだ観光地として確立されていないのが分かる。

続いてマングローブ資料館に向かったのだが、

出迎えたのはベトナムのお猿である。目立つの

はソフトモヒカンスタイルのベッカムヘアーの

お猿。野生のものだが、今では観光客が与える

食べ物も重要な食料源になっているようだ。さ

て、資料館の中には、戦争終了時のマングロー

ブの森の写真や、森の中で暮らしていた動物の

剥製、さらに武器が展示されていた。戦争証跡

博物館ほどのショックは感じないが、枯葉剤に

よる人体、とりわけ胎児に及ぼした影響が思い

起こされ、やはり気持ちの良いものではない。
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資料館前には、枯れたマングローブの根が無造

作に展示されていた。

次に迎えてくれたのは「ワニ」である。少し

小ぶりであることが、ベトナムに住むワニの特

徴らしい。これらのワニたちは、おかしな日本

語だけど、半野生状態で飼われている。この一

帯は、多数のワニが生息していたらしく、ゲリ

ラたちはワニとの戦いも強いられた。観光客に

対して何の芸もしないワニだが、一匹だけ、気

を利かせて口を開けた。しかし、写真に収める

間もなく閉じた。日本なら鶏肉の足でも放り投

げて凶暴さを見せてくれるのであろうが、ここ

はベトナム、ましてパンフレットもないツアー

だけあって何もなかった。代わりに猿が同じツ

アーの女性に飛び掛かった。いち早くそれを見

つけた木村委員長。女性を守るために北斗の拳

よろしく怒りの鉄拳を猿の眉間にビシッと突き

つけたのか、はたまたしなかったのか 「コラ、

ッ」という声は聞こえた。

いよいよ、マングローブの中を流れる狭い川

を、見るからに不安感を誘うモーターボートに

乗って探索し、その後ゲリラ基地があったとこ

ろに上陸。川幅は狭く蛇行し、その中を大きな

エンジン音を出しながら猛スピードでボートは

走る。マングローブと衝突しそうなところもあ

りスリル満点だ。これであのワニが半野生的で

はなく野性だったら、きっと船長に「ゆっくり

お願いします」と懇願するところだ。たくさん

いる野生のワニに、船を掴む手に力が入る。

ゲリラの基地は、マングローブの蛸のような

足の上辺りに、マングローブの幹で作った廊下

が続く。会議室、病院、食堂、集会場、作業室

などのあらゆる建物が、ジャングルの中にある

ものを用いて造られていた。今は観光用に人形

を配して当時の様子を再現している。いずれも

服を着ているが、実際はパンツ 1 枚で川に潜り、

米兵と戦ったらしい。ここにはクチトンネルに

あった罠の再現は無かった。戦時中、川の中に

はワニがたくさん生息していたので、米兵も近

づくことができなかったのではないかと、想像

したりした。現在のマングローブは植林である

ため、わりに間隔をあけて植えられているうえ

年数も浅いので、ジャングル内は比較的明るく、

開放感があった。戦時中はきっと上空からは見

えないほどマングローブが茂り、昼間でも薄暗

かったに違いない。米軍はゲリラだけでなくワ

ニから身を守ることも困難で、それが枯葉剤の

使用となったのだろう。

クチトンネルでも聞いたが、ここでもゲリラ

たちは歌や踊りを楽しみながら暮らしていた。

ゲリラの戦いに敬意を表していたと推測したり

しているが、その本当に意味するところは分か

らない。今回出会った 2人のガイドからは、平

和の大切さを訴える説明がほとんど無かった。

各戦跡がゲリラの戦いの勇敢さを伝えるもので

あって、平和の大切さを伝えることを目的にし

ている施設ではなかった。

フ ァ ース ト フ ード と コ ン ビ ニ

情報労連の上林委員長が得た情報では、ベト

ナムには、ケンタッキーフライドチキンとロッ

テリアは進出しているが、アメリカの象徴であ

るマクドナルドはないとのこと。その理由は、

地元企業との合弁でないと進出できなかったか

ららしい。同じように、セブンイレブンなどの

コンビニもなく、24 時間営業の小さな店がそ

の代役を果たしている。しかし 2007 年 1 月に

に加盟したことで、関税が撤廃されたりWTO

引き下げになるうえに、2009 年 1 月からは小

売分野でも 100 ％外資での出店が可能となった。

強のハゲタカ軍団が進出しやすくなるわけだ。

ケンタッキーフライドチキンとロッテリアは生

き残るだろうが、24 時間営業の小さな店は潰

れていく運命だろうか。ウォルマートやカルフ

ールがやって来たら、ベンタン市場はどうなる

のだろうか。日本企業の進出も増えるだろうが、

「日本の で建設中の橋が崩落した事故のODA

処理では、ベトナムにおける日本の評価を落と

ベトナム視察研修会に参加して（下） 17



大河メコンと水上生活

手こぎボートで中州クルーズ

さないように対応しているところである」とい

う、総領事の言葉を思い出した。

最終日

―― 豊かなる中州 メ コ ンデルタ ――・

チェックアウトを済ませてバスに乗り込み、

ベンタン市場で買い物をしてから、メコンデル

タへ出発。ちょうど高校生の下校時間と重なっ

た。男子は日本に似た制服だが、女子はベトナ

ムの民族衣装であるアオザイが制服だ。色は白

で、黒の鞄とマッチして清楚な感じ。週末の安

堵感か、友達と話す高校生たちは、日本の高校

生と比べると、子供っぽく映った。

昼食をはさんで約 3時間、目的地ミトーに到

着した。中州がなければ湖か海と間違えるよう

な大河メコン。川幅は 1 から 3 。透明度km km

ゼロの黄土色をした良く肥えた水が悠々と流れ

る。日本人から見れば「こんな汚い水に住んで

る魚なんか食えるか！」とお膳をひっくり返し

そうな色だ。しかし、遥かチベット高原に水源

を持つこの大河は、中国、ビルマ、ラオス、カ

ンボジア、ベトナムそして南シナ海へと 4000

㎞を超える距離を旅する間にいろいろな養分を

蓄え、河口に肥沃で広大な三角洲、メコンデル

タを創造した。戦時中はこの地域も枯葉剤が撒

かれたが、大河メコンの巨大な力が洪水を引き

起こし、土壌を蘇らせたようだ。痩せた土地の

上に洪水が運んだ良く肥えた土が堆積し、2 ～

3 毛作の水田が広がっている。台風や地震がな

いこの地域では、人々は唯一の自然災害である

洪水をうまく利用して生活している。エジプト

のナイル川と同じだ。

船着場に到着した一行は、住民用ではなく観

光用の少し大きめの渡し船に乗り中洲へ。いく

つかの島（中洲）があるらしく、それぞれに

「亀 「不死鳥 「龍 「狛犬」などと名前がつ」 」 」

いていた。船が中州に近づくと、漁船、水上生

活者の家屋やその周りにある魚の生簀などを見

ることができる。台風がないので椰子の木が大

きく育つが、あまり成長し過ぎると実を採るの

が危険なため、伐採して簡易な橋や水上通路な

どの建築資材として用いていた。トイレは垂れ

流しのようだ。船の先端に「目」のマークが描

かれているのが川用で、ないのが海用と区別で

きるようになっていた。

上陸するやココナッツキャラメルの製造所が

あった。試食した後、道幅 2メートル程度の島

内の 1 号線（1 本しかないが）を右折し、散策

へ。所どころで土産物屋を冷かしながら案内さ

れたのは、蜂蜜の店 「お茶＋蜂蜜」を試飲で。

きる。次は、良く分からない「レストラン＋土

産物屋」でフルーツの試食。子どもの歌も始ま
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り、チップの催促だ 「子どもに無理やり歌わ。

せてチップを稼ぐ」やり方に、一行は早々と席

を立った。

ようやく椰子の木立の間の狭く蛇行した川を

進む 「中洲内クルーズ」となった。約 15 分程、

度。手漕ぎボートは中州に住む人々にとっての

クルマ代わりで、それを観光資源として利用し

ている。漕ぎ手のほとんどは、老若な女性だっ

た。男性は漁に出ているのだろうか。

帰路

―― いざ ､日本へ！ そ れが…… ――

終日、夕食の前に 後の買い物となり、民

芸品店へ。シャワールームがあり、わが一行の

ように、ホテルのチェックアウト後に動き回る

旅行者には、グッドなサービスだ。汗を流して

夕食をとり、いざ空港へ。途中で飛行機が遅れ、

ベトナム航空 940 は 23 時 35 分発が 2 時になD

るとの情報 「ウッソォー！」と驚きの声。そ。

れでも、故障が直ればすぐに飛ぶかもしれない

というガイドのクォンさんの言葉を信じて、空

港へ。空港へは 21 時過ぎに到着した。この空

港は日本の によってできた新空港で、店ODA

はあまりないと聞いていたが、有名ブランドも

あり、こぢんまりしているが通常の待ち時間を

過ごすには、別段文句はない。チェックインを

済ませて空港内へ。みんなでコーヒーなどを飲

み、そして買い物。その途中にフライト・スケ

ジュールを移したモニターが、フライト見込み

「4：00」となっている。見ていると、また「2

：00」に変わる。やれやれと思って立ち去ろう

。とすると、また「4：00」に。今度は動かない

ガーンだ。これならもっと街で遊ばせろよ。飛

ばない理由は、日本からホーチミンに帰ってく

る飛行機が故障し、日本を出発できないらしい。

他に飛行機があるだろう。ここはベトナムだ。

やけくそになり、待合室のベンチを 5つ占拠

して寝ることに。そこへ、搭乗口が変わったと

いうアナウンス。移動すると、機内食を待合室

で食べるということになっていた。もちろんア

ルコールは出ない。昔の笑福亭鶴瓶のようなヘ

アースタイルの、大柄な白人旅行者が、大声で

怒り始めた。髪の毛を振り乱し、係員よりも周

りに訴えるように大きなジェスチャーで、赤鬼

のように怒っている。どうやら「ホテルを用意

しろ」と言っているようだが、どこかに連れて

行かれた。この人は、小生の知っている限りで

も空港であと 2度わめいた。そのうち毛布が用

意された。ここで寝ろということらしい。団員

はそれぞれ寝床を確保し、横になった。

3 時半過ぎに、係員が急に動き始めた。4 時

前に飛行機が着いたのだ。たくさんの日本人が

降りてきた。よくよく考えると、この飛行機は

日本時間の午前 11 時発の予定だから、着いた

人たちは、関空で 13 時間以上待たされていた

ことになる。

4 時 30 分頃ようやく搭乗となり、日本へ向

けて飛び立った。後日分かったことだが、和歌

山県本部のカンボジア・スタディーツアーが

10 月 6 日に関空からホーチミン経由でカンボ

ジアに入る予定だったが、機材の故障により関

空で足止めをくったとのこと。その飛行機を、

首を長くして待っていたわけだ。やれやれ。

さて、これで「民主・リベラル京都労組懇

ベトナム視察研修会」報告は終わりです。えっ、

大声で怒っていた白人はどうなったって？ 搭

乗するときに目が合い、お互いに「やれやれ」

と微笑んだが、よほど付きがないようで、選ん

だ機内食が無くなり 後の怒りが爆発した。飛

行機中央の座席付近で大声を張り上げてわめい

ていた。 後に彼を見たのは関空の１階の出入

口。人を待っていると彼が出てきて、また目が

合った。彼は軽く手を横に広げ「やれやれ」と

サインを送ってくれた。ご苦労さま。

（おかもと てつや・連合京都副事務局長、

京都自治総研理事、前自治労京都府本部書記次長）
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