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１．はじめに

（1）問題設定と研究目的

　タイでは近年、冷戦期に行われた外国人1子孫

に対する国籍政策の改善と国籍未取得者問題解決

のための政策が進められている。具体的には、

1972年革命団布告337号に起因してタイ国籍を取

得できなかった人々や国民登録が無かった事に起

因して無国籍状態に置かれてきた人々が、1992年

に発布された1965年国籍法改正 2号（1992年国

籍法）7条 2又は2008年に発布された1965年国

籍法改正 4号（2008年国籍法）23条によってタイ

国籍を取得するようになっている。そしてその結

果、新たにタイ人2になった人々が増えてきてい

る［尾田 2016］。但し、それらの人々に関する、

平等かつ対等なタイ人としての国家の公的認知

が、地域社会全般に直ちに行き渡るとは限らな

い3。実際、南部のムスリム住民については、元

よりタイ国籍者であっても、「“タイ人らしさ”が

十分でなければ社会の中で有形無形の差別を経験

する事になる」などと論じられている［McCargo 

2012: 91，片岡 2013：267］。また、国の方針が上

記のような外国人子孫をタイ社会へ統合する方向

に向かっているとしても［玉田 2012：73］、欧米

の研究者間には「（統合には）3世代・4世代にわ

たる長い時間が要される」との合意がある

［Vermeulen 2012: 71］。そのため、それら欧米研究

者達の論に従えば、上記のように新たにタイ人に
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なった外国人の 2世世代子孫（以下、2世と記す）

には今後も困難な状況が続く事になる。但し、そ

のような欧米の事例研究で用いられている統合の

評価の尺度は国ごとに異なる。また、その尺度や

評価の仕方には同じ国内でも複数の指標がある

［玉田 2012：61］。故に、タイの地域社会では、新

たにタイ人になった外国人の 2世達がその地域独

自の尺度や過程で統合される可能性もある。

　上記のような問題設定下で行う本研究の目的

は、新たにタイ人になった東北部サコンナコン県

の「越僑」4の 2世を取り上げて彼らの地域社会へ

の統合について論じる事である。具体的には、

2010年より同地で例年開催されてきている、（後

述する）合同旧正月5 における彼らの財政的支援

に焦点を当てて論じる。

　本研究では、地域社会への統合とは、「地域社

会において、国際移民やエスニック・マイノリ

ティに対する差別のない状態での社会秩序が実現

されてゆく過程」と定義する6。これは上記の南

部のムスリム住民の事例を踏まえたものであり、

特に「無形の差別」に焦点をあてたものである7。

そして本研究では、「無形の差別」とは、「法制度

に基づかない、社会の中の不文律などによって不

公正な扱いを受ける事」と定義して論じる。

　現在は世界中で国境を超えての人的移動が増加

している。そのため、本研究は、移住先国で出生

した 2世の子供達がその移住先国の国籍を得て移

住先国の地域社会に統合されてゆく様々な事例の

一つとして、タイ東北部の一事例を論じている点

に新規性と意義がある。

（2）研究対象の選定と先行研究

1）なぜ「越僑」2世なのか

　本研究で「越僑」2世を取り上げる理由は、彼

らが、欧州において統合困難とされている人々に

通じる要素を有している点にある。具体的には、

高等教育を受けられなかったり就業に困難があっ

たりした点で、フランスのマグレブ系 2世・3世

に共通する点がある［宮島 2009：49-65］。また、

そもそもベトナム人は歴史的にも、サコンナコン

で古くから暮らしてきているタイ人（以下、タ

イ・サコンと記す）にとっては外国人であり、“よ

そ者”である［上東 1990：74-79］。それに加え

て、本研究で取り上げる「越僑」2世は、長らく

本国に帰還すべき者として扱われ、居住地や移動、

教育、就業に制限を課されてきた［Khachatphai 

1978: 40-49］8。そして、冷戦期・ベトナム戦争の

時期には、非合法入国の外国人に対する排他的ナ

ショナリズムの高まりと共に先述の1972年革命団

布告337号の発布があり、「越僑」2世のように、

父母が外国人登録証を有しない非永住外国人9で

ある場合には既得のタイ国籍を取り消されたり、

以降の出生者もタイ国籍取得不可とされたりし

た。更には、彼らは共産主義ベトナムのスパイと

の疑いをかけられ［The Nation March 27, 2000］、

商才に長けていた事への反感とも関連して、東北

部の居住県各地で追い出しデモを行われたりもし

た［Khachatphai 1978: 142-151］。その後、1992年

より国籍法改正によるタイ国籍付与が開始された

が、タイ国籍者（タイ人）になった後も2000年代

末頃までは、国政はもちろん地方での被選挙権を

与えられなかった10。「（彼らは）タイ社会に同化

していたから国籍を付与された」とするタイ人学

者の発言があるように11、「越僑」2世は上述の
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“タイ人らしさ”が十分ではないなどといった特

色があったわけではない。それでも彼らは、タイ

国籍を得てタイ人になった後も、政治に関わる機

会に恵まれず、経済的地位が上がっても地域社会

の表舞台に立つ事は許されず12、サコンナコンに

ある何らかの組織や団体の長になる事を認められ

ない状況に置かれてきた13。

2）なぜ合同旧正月と財政的支援なのか

　「越僑」2世の地域社会への統合に関する本研

究において合同旧正月とその財政的支援を取り上

げる理由は二つある。一つ目の理由は、2010年初

開催の合同旧正月を主導したのが「越僑」2世と

して初めてサコンナコン県の政治家になった人物

である事にある。そして、二つ目の理由は、その

合同旧正月を行うに当たって、「越僑」2世が当

該行事への財政的支援を行ってきた事にある。こ

の二つ目の理由は、「越僑」2世が従前より寺や

公共施設への寄付や献納を熱心に行ってきていた

ため14、彼らはその延長としてそのような財政的

支援を行ったのではないかと考えられる事にも関

係する。近年は、ウボンラチャタニ県の蝋燭祭り

のように世界的に有名な伝統行事であっても国や

地方自治体の財政支援不足の問題が取り上げられ

ている［Aree et al. 2013: 282-283］。そのため、本

研究では地方での行事開催の問題を踏まえて、合

同旧正月の財政面に着目しながらその運営に関わ

る組織や団体の関係性を分析し、「越僑」2世の

地域社会への統合について考察する。本研究は、

「越僑」2世が主導した合同旧正月とそれへの財

政的支援が、彼ら自身の地域社会への統合にいか

なる効果を及ぼしたのかを検討するものである。

3）先行研究

　「越僑」についての先行研究としては、まず、

その 1世世代（1世）がタイに流入してきた経緯

などを論じた研究［Poole 1970］、そのタイ生まれ

の 2世がタイ国籍を取消された背景などを論じた

研究［Khachatphai 1978］があげられる。また

1988年のチャートチャーイ（Chatchai Chunhawan）

首相の「インドシナを戦場から市場へ」という政

策開始後、「越僑」1世・2世の実態調査として彼

らにアンケート調査を行った研究［Samira 1991］

や、1992年国籍法によって彼らの国籍問題解決が

始まるまでを論じた研究［岸本 2001］などもあげ

られる。それらの研究では、いわゆる「古い越

僑」15についても論じられている。

　そして、タンヤティップとトリン（Thanyathip 

Sripana and Trinh, Dieu Thin）は、特に1960年から

1964年の間にタイから当時の北ベトナムへ帰還し

た一部の「越僑」1世・2世と、その際タイに残

留した「越僑」1世・2世両方のその後を取り上

げて論じている［Thanyathip Sripana and Trinh, Dieu 

Thin. 2005］16。当該研究は2005年の発表であるが、

その著者の一人であるタンヤティップ（Thanyathip 

Sripana）は2004年と2006年にも同様の研究発表

を単独で行っている［Thanyathip 2004, 2006］。但

し、それらタンヤティップとトリンの共同研究及

びタンヤティップの単独研究は、「越僑」2世の

中にまだ国籍問題が解決されていない人が多々存

在していた時期のものである。そのため、それら

の諸研究では国籍事項が問題として論じられてい

る。しかし、2008年以降に国籍問題は解決が進ん

だので、現在問題となっているのは上述の「無形

の差別」である。ところが、2004年から2006年

までの間の上記の諸研究では、そのような地域社
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会の中の「無形の差別」について十分に論じられ

ていない。そのため本研究は、地域社会の中の

「無形の差別」と「越僑」2世の社会活動の関わ

りに着目して彼らの地域社会への統合のあり方に

ついて検討する。

　次に、合同旧正月とその財政的支援に関する先

行研究である。まず、合同旧正月については、そ

の新規開催を主導した「越僑」2世が地方政治家

になるまでの過程に関する先行研究があげられ

る。具体的には、地方選挙チームに有力実業家が

組み込まれて行く過程を論じた研究や［遠藤 

2001］、集票能力のある人物が政治家に転身して

行く過程を論じた研究があげられる［玉田 2008：

33-65］。

　そして、合同旧正月の財政的支援については、

華僑子孫（中国系住民）による慈善活動を論じた

ものが先行研究としてあげられる。その理由は、

まず、中国系住民が外国人子孫のタイ社会への統

合の成功例とされている事にある。また、合同旧

正月が地域住民子弟の教育や地域住民全般の娯楽

となるイベント的行事であるためその開催費用負

担には慈善活動的な意味合いが含まれている事も

ある。具体的な先行研究としては、20世紀前半に

は“よそ者”扱いされていた中国系住民が慈善行

為や仏教の布施などを熱心に行った事で周囲のタ

イ人に認められたと論じる研究や［村嶋 2002：

36-41］、善堂を通しての慈善活動がタイ仏教のタ

ムブンと同様であるとしてタイ社会に受け入れら

れ［玉置 2006：89-90］、それによって中国系住民

はタイ社会で認められたと論じる研究などがあげ

られる［中山 2005］。

（3）研究手法及びインフォーマントについて

　本研究は、先行研究や地方自治体資料などの文

表1　インタビュー調査の詳細
インフォーマント 血統など 役職等 日時 場所
サンティ氏

「越僑」2世（男性：55歳） ベトナム サコンナコン県
自治体副長 2016年 9月22日午後 サコンナコン県

自治体の執務室

モントリー氏
（男性：44歳）

タイ・
サコン

サコンナコン市役所教育
・宗教担当官

2016年 3月29日午後 サコンナコン市役所の
執務室2016年 9月23日午後

Ｗ氏
「越僑」2世（男性：60歳 ） ベトナム ベトナム系タイ人協会

元理事 2016年 3月28日夕方 本人店舗

 F氏
「越僑」2世（女性：55歳） ベトナム 飲食店経営

2016年 9月21日昼頃他、
1999年 8月18日以降筆者の

訪問時は毎回

本人自宅・近隣
レストランなど

Ｒ氏
「越僑」2世（女性：52歳 ） ベトナム 飲食店経営

2016年 3月28日昼頃他、
1999年 8月18日以降筆者の

訪問時は毎回
本人店舗

F氏の父「越僑」 1 世
（インタビュー当時は79歳） ベトナム インタビュー当時は隠居 1999年 8月23日午後 本人自宅

パンティプ教授 タマサート大学
法学部教授 2014年 8月29日午後 タマサート大学学舎

ピタースワン氏 内務省地方行政局
中央登録署係官 2014年 8月28日午後 内務省地方行政局

中央登録署の執務室

出所）筆者作成。
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献調査の他に、以下のインフォーマントへのイン

タビュー調査に基づく。それらは＜表 1：インタ

ビュー調査の詳細＞のとおり、「越僑」2世とし

て初めて地方政治家になったサコンナコン県自治

体17 副長のサンティ（Santi Chayyot）氏、サコン

ナコン市役所教育・宗教部門担当官のモントリー

（Montori Misungnoen）氏、サコンナコン在住「越

僑」2世でベトナム系タイ人協会（Samakhom 

Chao Thai Cheuasai Wiatnam）18 元理事のＷ氏、同

じくサコンナコン在住「越僑」2世女性のF氏と

Ｒ氏という、4名の「越僑」2世と 1名のタイ・

サコンである。また、1999年 8月に「越僑」1世

であるF氏の父に行ったインタビュー調査の結果

も取り入れた。そして、2014年 8月にタマサート

大学法学部のパンティプ（Phuntip K. Saisoonthorn）

教授と内務省地方行政局中央登録署係官のピター

スワン（Phitasuwang Chanthchaichaton）氏からい

ただいた「越僑」2世と2008年国籍法改正に関す

る解説も活用した19。

（4）本稿の構成

　以下、第 2節では、本研究の基本事項としてサ

コンナコンの概要とサコンナコンの「越僑」（ベ

トナム系住民）、サコンナコンの文化的行事につ

いて論じる。第 3節では、初の合同旧正月の開催

決定までとその後の例年開催に関するインタ

ビュー調査の結果を分析し、それについての考察

を行う。そして、合同旧正月の例年開催の効果と

その転換点についても論じる。第 4節では、「越

僑」2世の、サコンナコンという地域社会への統

合についてまとめる。

２．本研究の基本事項

　本節ではサコンナコンの基本事項として県の面

積と人口、同地のマイノリティであるベトナム系

住民と中国系住民、6つのタイ系少数民族に関す

る事項、そして、サコンナコンで行われる文化的

行事について論じる。

（1）サコンナコンの概要

　＜図 1：サコンナコンとその周辺＞のとおり東

北部に位置するサコンナコン県は、面積がタイ全

体の約1.8％にあたる9,605.76平方キロメ－トルで

あり［サコンナコン県庁資料（県面積） 2005：1］、

2015年12月当時の人口もタイ全体の約1.8％にあ

たる1,142,737人（外国籍者765人含む）であった

［タイ国内務省地方行政局HP（県人口）］。県庁、

県自治体、サコンナコン市役所は全てムアンサコ

ンナコン郡にある。その中で市役所管轄地区の登

録人口は1998年当時から現在まで常に50,000人超

であるが、テーサバン・ナコン（特別市）になっ

たのは2012年である。

図1　サコンナコンとその周辺
出所）筆者作成
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　市役所管轄地区に暮らすタイ国籍未取得のベト

ナム血統者は、1998年時点では482世帯2,325人20、

市役所管轄地区中心部（Khet Amphoe Meuang）に

は36世帯123人との記録があった。しかし、2016

年現在のベトナム血統者の正確な人口を示す事は

できない。それは、「越僑」1世の殆どが死去す

ると共にその子孫の殆どがタイ国籍者になってい

る事、住民登録の形式によりタイ国籍取得後の住

民を血統や民族で分類して表示する事が困難な

事、また、タイ・サコンとの通婚が進んでいるた

めベトナム血統者の定義も明確ではなくなってき

ている事などの理由による。

　一方、2010年当時の中国系住民は市役所管轄地

区中心部に約300家族が暮らすとされている［サ

コンナコン県庁HP（文化慣習）］。しかし、それ

はタイ国籍者になっている者も含まれた数値であ

るため、人口に関してはやはり正確な数値をもっ

て示す事はできない。但し、同地に暮らす「越僑」

2世のF氏は「中国系住民の方が多い」という印

象をもっていた。サコンナコンでは、そもそも中

国人もベトナム人と同様に外国人であり、“よそ

者”であった。サコンナコンに現在居住している

中国系住民自身による情報では、彼らは1951年に

コーラートから商人として20家族程が移り住み、

その後1957年から1967年の間に移住者が増えた。

つまり、サコンナコンへの移住時期はベトナム系

住民とほぼ同時期か、又は多少遅かったのである。

しかし、中国系住民は合法移民とその子孫として

早くからタイ国籍を得ていたため、地域社会の中

ではベトナム系住民よりも認知されていた。例え

ば、中国系住民は2010年以前より、天上人や祖先

を祀る廟の祭礼での中国劇パフォーマンスを地域

社会内で行う事を認められてきていた［サコンナ

コン県庁HP（文化慣習）、YouTube.com（中国劇

祭礼）］。しかし、ベトナム系住民は、官の力で開

催された2010年合同旧正月において初めて、彼ら

の伝統芸能のパフォーマンスを披露する事ができ

た。

　サコンナコンには、他にも 6つのタイ系少数民

族（プー・タイ、タイ・ソー、タイ・ヨー、タ

イ・ヨーイ、タイ・カルーン、タイ・ラオ）が暮

らしている。彼らが現在のラオスなどから移り住

んで来たのは19世紀以前に遡る。プー・タイ族や

タイ・ソー族、タイ・カルーン族はそれぞれの慣

習に基づく祭礼が例年開催され、県自治体も支援

している。また、タイ・ヨー族やタイ・ヨーイ族、

タイ・ラオ族についても同様にそれぞれの文化維

持に対する支援が行われている［サコンナコン県

庁HP（文化慣習）］。

（2）サコンナコンの「越僑」（ベトナム系住民）

　本研究で論じる「越僑」には、「古い越僑」及

び「越僑」とそれぞれの子孫が含まれる。「古い

越僑」は150年以上前にタイへ移住して来たベト

ナム人の子孫達で、タイに同化していると言われ

てきた［Poole 1970: 23-35］。しかし、冷戦期には

「越僑」とその子孫達と共にタイ政府から警戒対

象とされていた［Khachatphai 1978: 42-44］。一方、

「越僑」は第 2次世界大戦終結頃に、＜図 1：サ

コンナコンとその周辺＞に示されるラオスのタ

ケークやサワンナケートなどに住んでいた人々で

ある。彼らの多くは、インドシナ返り咲きを狙う

フランスからの爆撃を受けて、嵐のような砲火の

下、メコン河を泳いでタイ側へと逃れてきた。ま

た、「古い越僑」と連絡を取って爆撃に遭う以前

にタイ側に逃れるなどしてきた者達もいた［Poole 
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1970: 40-41］21。

　タイへの避難当初、殆どの「越僑」は、やがて

は本国へ帰還する事を考えていた。しかし、1964

年のベトナム戦争開始によってその見通しは立た

なくなり、その間にもタイ生まれの 2世が増えて

行った。ところが、先述の1972年革命団布告337

号が発布され、「越僑」2世はタイ国籍を失った。

そのような状況下で彼らの多くはタイの初等・中

等教育を充分に受ける事なく成人した。しかし、

1984年のタイ国内での共産主義への勝利宣言と

1988年のチャートチャーイ首相の「インドシナを

戦場から市場へ」の政策、世界的な冷戦終了と

いった状況変化でタイ政府の政策が変わり、1992

年の国籍法改正によって彼らへのタイ国籍付与が

開始された［岸本 2001］。国籍付与は着々と進ん

だとは言い難かったが最終的には2008年国籍法

23条によって1972年革命団布告337号に起因する

問題は解決が進み、2017年現在のサコンナコンで

はベトナム系住民の殆どがタイ国籍を保持してい

る。彼らは現在、建設業や衣料縫製業、各種製

造・販売業、金行、ホテル、食堂などを営み、そ

の殆どは経済的地位が上昇している22。

（3）サコンナコンの文化的行事

　サコンナコンの文化的行事としては、伝統的な

ソンクラーン、ロイクラトーン、入安居や出安居

に関連する行事の他、タイ系少数民族の祭りやキ

リスト教会によるクリスマス行事、プラ・ター

ト・チュン・チュム寺（Wat Phratat Choeng Chum 

Worawihan）の行事、タイ・サコンと赤十字によ

る慈善行事、合同旧正月（Gan Thesakan Thai Sakon 

Khon Chin Wieatnam）などが例年行われている。そ

してそれらの中で、本研究では合同旧正月を取り

上げて論じる。また、合同旧正月との比較のため

に出安居関連行事として行われる「蜜蝋宮殿パ

レード」という行事についても論じる。

　まず、合同旧正月であるが、それは県自治体主

催の行事であり、その新規開催に最も尽力したの

は、当時の（そして現在も同一の）県自治体副長

である「越僑」2世のサンティ氏である。合同旧

正月は、かつてベトナム系住民間で内々に行われ

ていた彼等の伝統行事の旧正月を素地とし、2010

年の初開催以来ラマ 9世王服喪期間中である2017

年を除いて2016年まで例年開催されてきている。

合同旧正月では、祖先や仏教僧に供物を捧げる祭

礼的行事が行われる他、各民族の展示物のブース

が設けられて飲料の無料サービスなども行われ

る。また、先述のように、地域住民子弟に郷土の

成り立ちなどを教える教育目的のプログラムや、

プロの演者を招いての中国とベトナムの伝統芸能

のパフォーマンス、そして＜写真 1合同旧正月の

一場面＞のように一般地域住民が参加しての歌謡

ショーなども行われる。また、初日にはベトナム

系住民や中国系住民、タイ・サコンと 6つのタイ

写真１　「合同旧正月」の一場面

それぞれ民族衣装を着たヴェトナム系と中国系の
女性がデユエットしている歌謡ショーの一場面
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系少数民族がそれぞれの民族衣装に身を包んでの

パレードが行われる他、3日間の行事期間中は随

意でそれぞれの民族衣装を着用する23。

　一方、「蜜蝋宮殿パレード」とは1950年代より

出安居の時期に行われてきた蜜蝋細工宮殿寄進祭

（Wax Castle Festival）の最終日に、集落ごとに蜜

蝋細工のミニチュア宮殿を山車のように掲げて行

われるパレードである。主催者はサコンナコン市

役所である。蜜蝋細工の飾り物がイサーンやラオ

スの葬式行列飾りに由来するものであるため、

2008年まではタイ・サコンと 6つのタイ系少数民

族がパレードに参加するのみであり、ベトナム系

住民と中国系住民の参加は認められていなかっ

た24。しかし、2008年以降、ベトナム系住民と中

国系住民も「蜜蝋宮殿パレード」への参加を認め

られるようになった。そのために尽力したのは、

当時の（そして現在も同一の）、自身が中国系住

民であるサコンナコン市長であった。そして、そ

の市長とそれを補佐する副市長や相談役なども中

国系住民である。

　以下では、＜表 1：インタビュー調査の詳細＞

に表示される人々へのインタビュー調査をもと

に、初の合同旧正月開催決定までの過程と合同旧

正月の例年開催を可能にした背景を明らかにし、

合同旧正月の例年開催の効果と転換点にある現状

についても論じる。

３．インタビュー調査の分析結果と考察

（1）初の合同旧正月開催決定までの過程について

　合同旧正月について県自治体副長のサンティ氏

は、「それは2008年に今の県自治体長が就任した

事で始まった、私達の成果です」と発言した。そ

のため、以下ではまず、初の合同旧正月開催に最

も尽力した、県自治体副長で「越僑」2世である

サンティ氏のプロフィールと同職就任について論

じる。「越僑」2世には学歴や被選挙権などに問

題があったため25、サンティ氏の県自治体副長就

任までの経緯にも注目される。

1  ） サンティ氏のプロフィールと県自治体副長就

任まで

　「越僑」2世で初めて地方政治家になった現在

55歳のサンティ氏は、元は仕立屋を営む商人で

あった。同氏はタイの公立学校に通い、帰宅後は

毎日休む間もなく仕立屋を営む父親の手伝いをし

ていたという。タイの学校へ通う事ができたサン

ティ氏の家庭は当時の「越僑」の中では豊かな方

であったのかもしれない26。しかし、当時の「越

僑」子弟はたとえ中等学校 6年生まで終えても卒

業証書はもらえず、また、何らかの手立てで大学

へ進学できたとしても彼らを雇う者はいないとい

う状況にあった。そのため、サンティ氏は中等学

校 5年生で学校をやめて父と同じ仕立屋を始め

た。そのように学業や就業など種々の制限を課さ

れてきた点では、サンティ氏も他の「越僑」2世

と同じであった。しかし、一点だけ他の「越僑」と

異なるものがあった。それは、サンティ氏の家族が

他よりも早く1987年のプレム（Prem Tinsulanon）首

相時代にタイ国籍を取得できた事である。サン

ティ氏は、「父母は先見の明があって、種々タイ

政府に貢献したのでタイ国籍取得第一号家族にな

れたのです」と発言した27。但し、国籍取得でき

たのはタイ生まれのサンティ氏と姉弟妹のみであ

り、タイ生まれではない父母はタイ国籍者にはな

れなかった。
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　タイ国籍取得で車両などの動産や土地建物など

の不動産所有が可能になったため、サンティ氏は

それらを購入して建設業を始めた。そして、「他

よりも先にタイ国籍を取得した事で他よりも先に

新事業を開始する事ができ、それによって他より

も早く成長できたのです」との発言のとおり、

2000年代後半にチャイモンコン（Chaimongkhon 

Chayrop）氏から県自治体長選挙チームへの参加

を請われた時期には、サンティ氏の事業は大きく

成長していた。他にも、サンティ氏は2003年に

42歳で大学へ進学して県自治体長選以前に学士を

取得していた28。

　建設業者としての事業が成功していたサンティ

氏が2008年に政治家になった契機は、上記のよう

に、県自治体長のチャイモンコン氏の選挙チーム

に加わった事である。タイ・サコンのチャイモン

コン氏が「国や地域のために一緒に働きませんか」

と「越僑」2世のサンティ氏を誘い、機が熟して

いるように思ったサンティ氏は票集めなどの選挙

運動からチャイモンコン氏のために働いた。つま

り、サンティ氏の県自治体副長就任は、同氏自身

が選挙に出た事によるものではなく、当選した首

長が補佐を指名する制度によるものであった。こ

れは、選挙には資金力と集票能力のある人物が重

要であるとして地域の実業家などがチームに取り

込まれていく事を論じた先行研究を裏付けるもの

である［遠藤 2001：41-52，玉田 2008：37-51］。

2  ） 初の合同旧正月開催決定まで

　チャイモンコン氏に指名を受けて県自治体副長

に就任したサンティ氏は、チャイモンコン氏と話

し合った。そして、サンティ氏の意を汲んだチャ

イモンコン氏は、ベトナム系住民が「自分達も表

舞台に出たい」と希望している旨を当時の県知事

ソムバット氏に伝えて賛同を得た。奇しくも2010

年 2月14日はベトナム旧正月と中国旧正月、バレ

ンタイン・デーの三つが重なるという偶然から、

サンティ氏等はその日を“ベトナム系住民が表舞

台に出る日”に選定した。そして、ベトナム系住

民と中国系住民、タイ・サコンなどが合同で行う

合同旧正月の開催決定となった。サンティ氏は筆

者のインタビューに対して、次のように答えた29。

サンティ氏：私達はそれまで長らくの間“二

級国民（Phonmueang Chan Song）の扱い”

でした。政治に関わる機会に恵まれず、

表舞台に出て何かをする事も許されな

かった。しかし（合同旧正月という）舞

台を用意されて（開催期間 3日間の）毎

晩そこに立った。ベトナム系住民はその

ように敬意を払われた事が一度もなかっ

たので、県の公式行事への正式参加を非

常に喜んだのです。

　更に、サンティ氏は「（私は）ベトナム系住民

だけを特別扱いしたかったのではない。（私のよ

うに）ベトナム系住民の中には自己犠牲をいとわ

ない者がいる事を示したかったのです」とも発言

した。サコンナコンで生まれ育ったタイ・サコン

で現在サコンナコン市役所に勤務するモントリー

氏は、子供の頃に周囲の大人達から、「ベトナム

系住民は自分勝手な人達だ」と教えられてきたと

いう30。これに照らし合わせると、サンティ氏に

は、「タイ・サコンがベトナム系住民に対して持っ

ているよくない印象を変えたい、そうした汚名を

はらしたい」という思いがあった事が理解される。
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　そして、サンティ氏は直ちに合同旧正月の開催

計画に着手した。この速やかな計画始動が可能で

あった背景には、2008年当時は特定事業が地方自

治体に移譲されていた時期であり、伝統文化・慣

習の維持などが地方自治体に移譲された事業で

あった事がある［永井 2008：128-129，136-147］。

また、県知事が、県自治体長を経由して伝えられ

た「（自分達）ベトナム系住民も表舞台に出たい」

とするサンティ氏の意向を受け入れた事について

も、その時期・背景による事情があった。つまり、

2008年当時は、2005年に法的地位と人権に関する

国家安全保障会議内での合意が有り31、NGOの声

が取り入れられた2008年国籍法の発布など32、基

本的人権に関する思想の高まりが国の政策にも影

響を及ぼすようになっていた時期であった33。そ

して、観光がタイの重要産業である事に照らし合

わせると、その資源になり得る合同旧正月の開催

を県知事が反対する理由もなかった。それは、

2016年 1月当時の県知事が、「3民族と 6タイ系

民族の合同旧正月」として観光客誘致のためのメ

ディア宣伝を行っている事からも理解される

［2016年 1月 8日付タイラット（Thai Rat）記事］。

3  ）  初の合同旧正月開催決定までの過程について

のまとめ

　以上の分析結果と考察からは、初の合同旧正月

開催決定までの過程では、地方選挙制度と地方分

権制度が整い、基本的人権に関する思想の高まり

についての中央政府の政治的環境が整っていた

2008年という時期が重要であった事が理解される。

（2）合同旧正月の例年開催を可能にした背景につ

いて

　以下では、合同旧正月の例年開催を可能にした

背景として、特に合同旧正月の運営における民族

団体の協力・支援に関する分析と考察を行う。こ

こで言う民族団体とは、ベトナム系住民や中国系

住民などそれぞれが民族文化の維持や他地域に暮

らす同じ民族との連携、民族内外での互助活動や

慈善活動などを目的に設立している複数の組織や

団体の事である。

1  ） 地方自治体間及び民族団体の協力関係

　県自治体側が県知事に提案した事で開催決定し

た合同旧正月は、その後、市役所やそれぞれの民

族団体と連携しながら計画が進められた。運営に

携わる民族団体とは、具体的には、ベトナム系タ

イ人協会とタイ・サコン慈善財団（Mulanithithan 

Namchai Thai Sakon）というベトナム系の 2団体、

サコンナコン慈善財団（Mettatham Mulanithi Sakon 

Nakhon）という中国系の団体、善い人を育てる会

（Chomrom Songsoem Khondi）というタイ・サコン

の団体である。そして、合同旧正月の開催にあた

り、まずは、上記のサンティ氏率いる県自治体が

他の自治体や上記の民族団体の代表を招いて大会

議を行った。

　そして、他にも県自治体と他の自治体（主には

サコンナコン市役所）或いはサコンナコン市役所

と各民族団体との間でもプログラムの詳細や配分

予算について話し合いが行われたが、その際、県

自治体がサコンナコン市役所と協力体制を築く事

に困難はなかった。それは、中国系住民にも旧正

月という文化があるため、市長や副市長、相談役

などが中国系住民である市役所側からの理解が得

やすかったからである。これに対して、地域社会

のマジョリティであるタイ・サコンの団体から
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は、当初は開催計画段階での参加拒否があった。

それは、旧正月は彼らの文化ではないからである。

それに対しては、「イサーン人であるタイ・サコン

にとっても徳を積むべき 2月（Bunboek Fa khong 

Chao Isan）なので参加しましょうよ」と市役所側

が説得に回った。このように開催当初は、全ての

民族団体が合同旧正月に快諾参加したわけではな

かった。ところが、初の合同旧正月では、ベトナ

ム系住民や中国系住民の出し物、タイ・サコンな

どの出し物の他、一般住民が参加できる歌謡

ショーなどで全ての者が大いに楽しめた。そして、

当初の参加拒否団体も含めて全ての民族団体が一

緒に新たな行事を作り上げた事に満足感と達成感

を得た事もあり、行事終了後の全体会議では初回

である事による種々の問題・課題について皆で話

し合い、その結果を次年度に反映する事とした。

このようにして合同旧正月を例年開催する基礎が

でき上がった34。

2  ） 民族団体による財政支援の実態

　2010年の初開催以来、合同旧正月に各民族団体

の協力が不可欠であった事は上述のとおりであ

る。そして、そのような協力体制の中でも特に資

金面に関する、サコンナコン市役所のモントリー

氏の以下の発言は注目に値するものであった35。

モントリー氏：合同旧正月ではベトナム系と

中国系の民族団体は自分達で予算をまか

なうので（自治体からの）補助（金）を

要しないのです。しかし、タイ・サコン

は資金がないので補助しなければならな

い・・・中略・・・ベトナム系と中国系

は（更に）民族団体が寄付を募って（そ

れぞれの）財団から（自治体に）援助も

してくれます。

　つまり、ベトナム系と中国系は地方自治体から

の予算補助を要しない事のみならず、それぞれの

財団（Mulanithi又はMulanithithan）が自治体に対

して応分以上の協力をしているのである。また、

モントリー氏は以前に36、このような状況は「蜜

蝋宮殿パレード」においても同様であるとの発言

を行っていた。同氏は、「蜜蝋宮殿パレード」が

近くなると市役所が各民族団体の代表を呼んでプ

ログラムや費用負担について話し合うが、その際、

市役所とタイ・サコンの団体はあまり費用負担で

きないので中国系とベトナム系の民族団体が多め

に費用負担を引き受けるのだと言っていた。そし

て、モントリー氏は以下の発言も行っていた。

モントリー氏：タイ・サコンは（ベトナム系

と中国系から）援助を受けています。（そ

のため）サコンナコンでは、彼ら（ベト

ナム系と中国系）は“頼れる篤志家（mi 

khwam ari to kan, phuengphaasai kan）”と

いう構図（phap）ができています。（彼

らは）そのようにして（サコンナコンで）

受け入れられるようになったのです。

　このような実態については、“頼れる篤志家”

というよりも、ベトナム系と中国系の人々は自治

体やタイ・サコンから金銭負担のみを期待されて

いるのではないか。端的には、ベトナム系と中国

系の人々は資金力がある事ゆえにタイ・サコンか

ら受け入れられているに過ぎないのではないかと

いう見方もできる。しかし、先述のとおり、彼ら
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の「蜜蝋宮殿パレード」への参加が認められるよ

う尽力したのは、中国系住民であるサコンナコン

市長自身であった。そのため、中国系とベトナム

系の人々が応分以上の金銭負担を引き受けてまで

自分達の文化ではない「蜜蝋宮殿パレード」に参

加する理由は、各民族団体が持つ設立目的による

のではないかと考えられる。そして、これについ

てベトナム系タイ人協会の元理事であるＷ氏は以

下のように発言した37。

Ｗ氏：ベトナム系の民族団体にはタイ・サコ

ン慈善財団という（互助活動や慈善活動

を行うための）団体があって、（そこへ

は）官公庁からいろいろな連絡が来るの

です。火災が有ったとか（の連絡）でも

同様で、（その際は）官公庁に協力しま

す。財団のお金から援助をするのです。

中国系住民がやっているもの（慈善財

団）と同じです。水害や火災の被災者支

援とか、身寄りのない人への棺の提供な

どの（慈善）活動です。これらの活動は

最終的にはタイ国のためになっているの

です。

　つまり、合同旧正月や「蜜蝋宮殿パレード」の

運営に携わっているベトナム系住民のタイ・サコ

ン慈善財団と中国系住民のサコンナコン慈善財

団38は、民族内外の互助活動や慈善活動を行う団

体であった。

3  ） ベトナム系住民と中国系住民に共通する背景

　先述のモントリー氏の発言からは、例年の合同

旧正月と「蜜蝋宮殿パレード」では、ベトナム系

と中国系の慈善団体が応分以上の人的協力と金銭

的支援をしている事が明らかになった。そして、

まず合同旧正月への支援については、それが基本

的にはベトナム系住民と中国系住民の伝統文化に

基づくものである事が背景として考えられる。し

かしその一方で、文化的に無関係な「蜜蝋宮殿パ

レード」においても同様に応分以上の支援が行わ

れている背景は明らかではない。そのため、「蜜

蝋宮殿パレード」については、彼らは経費負担の

ために市役所やタイ・サコンから利用されている

のではないか、また、ベトナム系住民と中国系住

民の側も市役所とタイ・サコン側の意図を解って

いながら協力しているのではないかとの疑問が生

じる。それ故、中国系の市長やベトナム系・中国

系の両民族団体などが、なぜそのような人的協

力・金銭的援助を行うのかが問われるべき事とな

る。

　そして明らかになったのは、そのような行為が、

「中国系住民は慈善行為や仏教の布施などを熱心

に行ってきた事で周囲のタイ人に認められた」と

論じる先行研究や［村嶋 2002：36-41］、「中国系

住民は善堂を通して慈善援助活動を行い、それが

低所得者や貧困層に反感を抱かせず信頼を得る事

に繋がった」と論じる先行研究の結果と同じ構図

にある事であった［中山 2005：168］。また、それ

らは「慈善活動が上座部仏教のタンブンに通じる」

と論じる研究に裏打ちされた行為でもあった［玉

置 2006：89-90］。他にも、上記のＷ氏の発言で

は、ベトナム系の団体は中国系住民による財団と

同様に、役所からの連絡を受けて被災者や貧困者

などへの援助活動も行っている。そのため、ベト

ナム系住民が中国系住民と共にそれぞれの民族団

体を通して合同旧正月や「蜜蝋宮殿パレード」に
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おいて人的協力や金銭的支援を行う事は、バンコ

クなどの中国系住民達が慈善活動を行って仏教的

思想に基づく信頼を周囲から得てきた事と同様の

行為であるとして理解される39。

4  ） 「越僑」2世独自の背景

　以上の分析・考察からは、合同旧正月などでの

人的協力・金銭的支援は、ベトナム系住民と中国

系住民に共通する慈善活動である事が明らかに

なった。ところが、タイ国籍取得以前は非永住外

国人という立場に置かれてきた「越僑」2世には、

合法移民として早くから認知されてきていた中国

系住民とは異なる、彼ら独自の背景・事情もあっ

た。

　それは、「越僑」とその子孫達は居住地と移動

に制限を課されてきていたため、彼らは何として

でもサコンナコンで、周囲のタイ・サコンや中国

系住民などと上手く付き合いながら暮らしていか

なければならなかった事である［Khachatphai 

1978: 40-49］。そのため、彼らは寺や公共施設へ

の寄付などで地域社会に貢献してきた［Samira 

1991: 121-122］。また、彼らはかつて共産主義の

スパイとして疑われたり［The Nation March 27, 

2000］、「自分勝手な人達だ」などと言われたりし

てきたため、タイ国籍を取得したからといって、

地域社会の中での印象を急に変える事も容易では

なかった。そして、生活の基盤が既にサコンナコ

ンにでき上がっている彼らにとっては、タイ国籍

者になって居住地選択が自由になったからといっ

て急に他所へ移住する事も困難であった。それら

の事情により、彼らは、タイ国籍取得後も善き人

として地域社会に貢献して周囲に認めてもらえる

よう務めなければならなかった。そのため、「越

僑」2世は合同旧正月などの行事への人的協力と

金銭的支援を続けた。そしてその結果、過去にお

いては寺への寄付を行う「越僑」2世をただ「宗

教に熱心な者達だ」と傍観していたタイ・サコン

も、合同旧正月が例年開催されるようになった後

は、“合同旧正月による楽しい時間”という恩恵

を毎年直接、「越僑」2世を含むベトナム系住民

から享受する立場になった。つまり、“合同旧正

月による楽しい時間”という恩恵を毎年直接、「越

僑」2世を含むベトナム系住民から享受するよう

になった事で、タイ・サコンのベトナム系住民全

般に対する認識が良化したのであった。

　また、「越僑」2世には、「経済的に裕福になれ

ばなるほど慈善活動を行って“よそ者”としての

経済支配ではない事を示さなければならなかっ

た」という、かつての華僑問題と同じ発想があっ

た40。それは、「越僑」2世も華僑と同様にかつて

追い出しデモを行われた事があるからである

［Khachatphai 1978: 142-151］。当時15歳であった

「越僑」2世のF氏はそのようなタイ・サコンの集

団に自宅を取り囲まれた経験があってその光景を

覚えているという41。それと同様に、他の「越僑」

2世も当時のデモの様子を覚えていて、タイ・サ

コンから反感をかわないよう心がけている事が考

えられる。そして、中国系住民に関する先行研究

において「1970年代末までは反共国家のタイで中

国との関係を明示する事は華人にとって得策では

なかった」と論じられている事と同様の事柄も

あった［玉置 2006：89］。それは、公的な場での

ベトナム血統の開示は上記のようにタイ・サコン

の反感をかう可能性があった事である。しかし、

ベトナム系住民全般が“合同旧正月による楽しい

時間”のために人的協力と金銭的支援を行う人々
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であると認識されるようになった事で、そのよう

な状況もなくなった。そして現在は、最も公的と

も言える国王関連行事であっても、ベトナムの民

族衣装を着てベトナム血統を開示しながら参加す

る事が容認されるようになっている［サコンナコ

ン市役所フェイスブック（2016年12月 4日の写

真）］。

　そして他にも、合同旧正月において彼らが応分

以上の人的協力・金銭的支援を行う理由として考

えられる事がある。それは、彼らにとって合同旧

正月が、サコンナコンという地域社会においてマ

ジョリティであるタイ・サコンから受け入れられ

ている事を示す喜びの場、すなわち表舞台になっ

ている事である。これについて「越僑」2世の女

性Ｒ氏は以下のように発言している42。

Ｒ氏：合同旧正月はとても楽しい。アオザイ

を着て友人にも会える。それは「蜜蝋

宮殿パレード」も同じだけどね・・・

中略・・・パレードに参加できるのは、

（2016年の）今は私達がタイ社会の一員

になっていてタイ社会に受け入れられて

いる事を示しているのです。かつてはま

だタイ社会が（私達）ベトナム系を受け

入れてくれなかったので、そんなふうに

パレードに参加する事はできなかった。

しかし、今はパレードに参加できる。

　そしてR氏は、筆者の「民族衣装でのパレード

は観光客を呼び込むためではないのか、あなた達

は、観光のために自治体に利用されているのでは

ないか」とする質問に対して、「観光客が来る事

はサコンナコンにとって利益になる。私達が民族

衣装を着てパレードに出る事がここ（サコンナコ

ン）のためになるのならば（私達は）嬉しい」と

答えた43。このようなR氏の発言からは、彼らが

タイ・サコンから受け入れられるのを待ち望んで

いた事が理解されると共に、サコンナコンという

町に貢献しようとする彼らの心情についても理解

される。また、一般参加の歌謡ショーに出演する

「越僑」2世のF氏もＲ氏と同様に、「『蜜蝋宮殿パ

レード』や合同旧正月で観光客が増える事はサコ

ンナコンにとっても自分達にとっても良い事であ

る」と発言した44。

　以上のような、祭りの参加者個々人の感情に関

する先行研究はない。しかし、「ベトナム系住民

は敬意を払われた事が一度もなかったので県の公

式行事への正式参加を非常に喜んだのです」とい

うサンティ氏の発言からは、彼らが、合同旧正月

の開催をタイ・サコンに受け入れられた事と捉え

て非常に喜んだ事が理解される。それは、彼らが

タイ国籍取得後も「無形の差別」を受けてきた事

実に照らし合わせても理解可能な事である。また、

市役所のモントリー氏が「『合同旧正月』でのベ

トナム系住民は華やかで目立つ。中国系よりも費

用を多くかけているようで、参加者も多い。」と

発言している事からも45、ベトナム系住民が合同

旧正月に熱心に取り組んでいる事は理解される。

5  ） 合同旧正月の例年開催を可能にした背景のま

とめ

　まず、「越僑」2世を含むベトナム系住民と中

国系住民に共通する背景として、両者が2010年の

合同旧正月の初開催時のみならずその後も毎年、

民族団体を通じて応分以上の人的協力と金銭的支

援を行ってきた事がある。そして、それは彼らに
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とっての慈善活動の一環であった。

　また、特に「越僑」2世に関する背景もあった。

それは、タイ国籍取得以前は居住地や移動に制限

を課されていた彼らには、サコンナコンにおいて

何としてでもマジョリティであるタイ・サコンや

中国系住民と協調して暮らして行かなければなら

なかった事である。そのため、彼らは寺への寄進

などを行い、合同旧正月でも「古い越僑」や中国

系住民と共に人的協力と金銭的支援を行い続け

た。そして、タイ・サコンは“合同旧正月による

楽しい時間”という恩恵を毎年直接、「越僑」2世

を含むベトナム系住民から享受する立場になり、

その結果、タイ・サコンの、「越僑」2世を含むベ

トナム系住民全般に対する認識は良化した。その

ようにして、ベトナム系住民全般が、合同旧正月

を楽しんだ市井のタイ・サコン全般から平等の地

域住民として受け入れられるようになったのであ

る。

（3）合同旧正月の例年開催の効果とその転換点

1  ） 合同旧正月の例年開催の効果

　合同旧正月が 7年連続で開催されてきた事でサ

コンナコンのベトナム系住民に生じた明確な効果

は二つある。一つ目は、県自治体副長のサンティ

氏が、「（合同旧正月行事が例年開催されるように

なる）以前は公式の場でベトナム血統を開示する

事は認められませんでした。（しかし）今は認め

られるようになりました」と発言している事であ

る46。つまり、公式の場でベトナム血統の開示が

できないという「無形の差別」が無くなったので

ある。これは、公式の場で民族衣装を着用できる

ようになった事にも表されている。

　そして、二つ目の明確な効果もやはり「無形の

差別」に関する事柄である。それは、2010年の初

の合同旧正月開催以前のベトナム系住民は、暗黙

の了解のように、サコンナコンの何らかの組織や

団体の長になる事を認められなかった。ところが、

そのような状況は合同旧正月の例年開催を数回経

た2013年に解消された。同年よりサコンナコン県

産業組合（Sapha Utsahakam Changwat Sakon Nakhon）

の長には「越僑」2世が就任し、以降も在任して

いる。

　他にも、現在は商工会議所（Ho Kankha Changwat 

Sakon Nakhon）の理事として活躍するベトナム系

住民が増えた事、先述のベトナム系タイ人協会元

理事のＷ氏やサンティ氏の姉と義兄（姉の夫）な

ど多数が児童・家庭裁判所の調停員の役割を担う

ようになった事などがある。特に裁判所から仕事

を委嘱されるには、清廉潔白な履歴の他に安定的

な事業者である事が要される47。すなわち、ベト

ナム系住民が“立派な人物”である事が公的に証

明される事が増えてきているのである。このよう

な実態も、「越僑」2世を含むベトナム系住民が

「無形の差別」を受けなくなってきた事の一類型

と言えよう。

　また、合同旧正月の開催は中国系住民に対して

も効果を及ぼした。それは、サコンナコンの中国

系住民は2010年以前の旧正月時には店を閉めて他

県へ遊びに行っていたが、合同旧正月が開催され

るようになって以降は地元で行事参加するように

なった事である。

2  ） 合同旧正月の転換点

　合同旧正月の例年開催はベトナム系住民に対す

る「無形の差別」を解消させた他、中国系住民の

主体的な旧正月行事参加という良き効果を生ん

－ 81 －

タイ研究　No.17　2017



だ。そのため、合同旧正月は変わらぬままに今後

も続けられるべき事のように思われる。しかし、

市役所のモントリー氏は合同旧正月について以下

のように発言している48。

モントリー氏：今は立ち止まって考える時で

す。大切なのは中立である事。中国式や

ベトナム式ばかりでなく、イサーン風を

加えたタイ・サコンの形でなければなら

ないのです。そのために（皆で）考え

たり話し合ったりします。今はタイ・サ

コンによる新たなものを立ち上げる時期

になっているのです。ここ（サコンナコ

ン）は多民族がルーツとする地なのです

から。

　開催 7年を経て転換点に達しているとの意見で

ある。上記はタイ・サコンであるモントリー氏の

発言ではあるが、「考えたり話し合ったりします」

との言葉どおり、モントリー氏個人の意見ではな

い。

４．結論

　本研究では、新たにタイ人になった東北部サコ

ンナコン県の「越僑」2世を取り上げ、2010年よ

り同地で例年開催されている、合同旧正月におけ

る彼らの財政支援に焦点を当てて、彼らの地域社

会への統合について論じた。

　まず、初の合同旧正月開催決定までの過程につ

いては、地方選挙制度と地方分権制度が整い、基

本的人権に関する思想の高まりについての中央政

府の政治的環境が整っていた2008年という時期が

重要であった事が明らかになった。次に、合同旧

正月の例年開催を可能にした背景としては、「越

僑」2世を含むベトナム系住民が中国系住民と共

に応分以上の人的協力と金銭的支援を行ってきた

事、それは慈善活動の一環であった事が明らかに

なった。

　そして、合同旧正月の例年開催の効果としては、

「越僑」2世を含むベトナム系住民に対する「無

形の差別」が解消されて、彼らの地域社会への統

合が進んだ事が明らかになった。具体的には、公

式の場でのベトナム血統の開示や、地域の何らか

の組織や団体の長という立場への就任が認められ

るようになった事がある。

　但し、上記のように合同旧正月を通して進んで

きた「越僑」2世の統合の形は、現時点での一事

例である。それは、元々サコンナコンが多民族の

地であるため、合同旧正月自体も、多民族で構成

された地域社会に相応しい形のものへの転換点に

達しているのではないかとの意見が出ているから

である。以降は合同旧正月の形態の変化や「越僑」

2世の協力・支援の形にも変化がみられる可能性

があるが、これについては今後の課題として残さ

れた。

注：

 1  外国人とはタイ国籍者以外の者であると定義する。
 2  タイ人とはタイの国民携帯証を持つタイ国籍者であ
り、タイ国民であると定義する。

 3  例えば、ホーチミン記念館開館式やホーチミン誕生
祭がタイ・ベトナム両国政府の協力を得ている事や
［Thanyathip Sripana 2013: 553-555］、先住民フェスティ
バルへの在タイ越僑の参加が容認されている事は［片
岡 2013：252-254］、「越僑」が既にタイ国家による公
的認知を受けている事を示すものである。しかし、
国家の公的認知が地域社会の人々の認知に直結する
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わけではない。
 4  「越僑」とは、タイ在住ベトナム系住民の中でも、特
に1945年から1946年の間に、フランスの爆撃を逃れ
てラオスからタイへ流入したベトナム血統者である
と定義する。また、読者の理解を容易にする為に、
タイ国籍取得後の人々についても「越僑」2世などと
表記する。「越僑」はタンヤティップ（Thanyathip）
が使用している文言Viet Kieu又はViet Kiewの日本語
訳［Thanyathip 2004］。

 5  サコンナコンに古くから住んでいるタイ人（タイ・
サコン）、中国系住民、ベトナム系住民が合同で行う
旧正月行事。第 2節（3）に詳述有り。

 6  国際社会学において「統合とは、国際移民やエスニッ
ク・マイノリティを社会に含み込んで社会秩序を実
現する事」と定義されている事による［樽本 2009：
62］。

 7  「無形の差別」の対義語となる「有形の差別」とは、
法制度下での明文化された不公正な取扱いであると
定義する。例えば、タイ国籍を付与された山地民な
どの国民携帯証番号が他から識別可能である事は差
別的であると論じられている［片岡 2013：267，尾田 
2015：67-74］。但し、「越僑」2世からは「国民携帯
証番号の事は気にならない」という声が聴かれてい
るため、これについては別稿に譲る。

 8  居住地については1949年以降計 8 ～ 15県に制限さ
れ、居住地域外に出た者には罰則が与えられた
［Khachatphai 1978: 40-49］。教育については、タイの
初等・中等教育への参加は認められていたが卒業証
書はもらえず、高等教育は居住制限地域内に通学可
能な大学が無いため実質的に不可能であった
［Wirachai 1992: 9］。また、1940年代より外国人への
職業規制があった。

 9  入国管理法違反の非合法入国者の他、合法な短期滞
在者も非永住外国人に含まれる。

10  2008年国籍法23条で国籍取得した者は2009年に、
1992年国籍法 7条 2で国籍付与された者は2015年 1
月に、それぞれ法制委員会の会議において生来的国
籍者である事が明確にされた［2015年 2月20日付内
務省書類MT0309.1/W 3158］。これによって国政及び
地方での被選挙権所持を明確にされたが、それ以前
は地方選挙投票日直前に選挙管理委員会より資格な
しと通知されて訴訟に至った事もある。当該訴訟で
は父母がタイ生まれである事によって生来的タイ国
籍者であると判断されたが、1992年国籍法 7条 2に
よるタイ国籍者が生来的タイ国籍者であると判断さ

れたわけではなかった［2009年 7月22日付憲法裁判
所命令17/2552 T.11/2009］。

11  2014年 8月29日タマサート大学学舎でのパンティプ
（Phuntip K. Saisoonthorn）教授の発言。

12  2016年 9月22日サコンナコン県自治体執務室でのサ
ンティ（Santi Chayyot）氏の発言。県自治体について
は注17を参照されたい。

13  2016年 3月29日サコンナコン市役所執務室でのモン
トリー（Montori Misungnoen）氏の発言。ここで言う
何らかの組織や団体は、ベトナム人の民族団体以外
のものをいう。

14  1980年代末に東北部居住の「越僑」1世・2世に対
して行われたアンケート調査では、78.1％の者が寺や
公共施設への寄付等を行っていると回答した［Samira 
1991: 121-122］。

15  「古い越僑」は150年程前よりタイへ移住して来てい
たベトナム血統者のタイ生まれの子孫達［Poole 1970: 
23-35］。

16  国際赤十字の仲介で1960年から1964年の間に数万人
がベトナムへ帰還したが、ベトナム戦争開戦により、
タイ側には更に数万人の「越僑」1世・2世が残さ
れた［Poole 1970: 57-70］。

17  タイの地方分権制度と共に発展した県自治体は地方
自治体であり、県知事や郡長などによる地方行政と
は異なる役割を担う。また、県知事や郡長は中央政
府から派遣されてくる一方で、地方自治体の首長は
公選制である［永井 2008：119-130］。

18  ベトナム系タイ人協会は、他地域に暮らすベトナム
系住民との連携窓口や国内外への広報窓口となる。
伝統文化の維持活動なども行う。

19  インタビュー内容は全て音声記録として保存されて
いる。但し、1999年と2000年のインタビュー結果は
ノートに記録されているのみである。インタビュー
結果は可能な限りインフォーマントの発言に忠実に
和訳したが、読者の理解を容易にする為に、適宜イ
ンフォーマントが発音しなかった文言を適宜括弧
（　）内に書き込んで和文形成をしたり、タイ語のア
ルファベット表記を併記したりした。

20  1999年 8月にサコンナコン市役所で入手したデータ。
市役所管轄地区中心部データも同じ。

21  「越僑」のタイ入国に関しては、＜表 1：インタ
ビュー調査の詳細＞に表示されているサコンナコン
市役所の教育・宗教担当官モントリー氏がベトナム
系タイ人協会理事にインタビュー調査をして得られ
た情報もある。それは、「自由タイ運動参加者で当時
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のサコンナコン県選出国会議員であったティアン・
シリカンが1946年 3月中旬にラオス側メコン河畔に
船を集めて多くのベトナム人とラオス人を安全にタ
イ側へと運んだ事」である。サコンナコン出身のモ
ントリー氏は、1970年代後半に「越僑」排斥デモが
行われたり、ベトナム系商店への放火が行われたり
した事を覚えていた。国家公務員試験を経て現職に
就任しているモントリー氏は学歴・職歴、歴史的知
識などが十分であるため、本研究では同氏の調査結
果も情報源として採用している。

22  経済的地位の高さの具体例としては、現在の市庁舎
工事受注者がベトナム系の会社であり、同社の経営
者はノンハン・エレガント・ホテルの経営者でもあ
る事、県の重要産品である衣料品を県外送付する会
社の経営者の殆どがベトナム系住民である事などが
あげられる（2016年 9月23日サコンナコン市役所執
務室でのモントリー氏の発言）。

23  2016年 9月23日サコンナコン市役所執務室でのモン
トリー氏の発言。

24  以上は2016年 3月29日サコンナコン市役所執務室で
のモントリー氏の発言。

25  1997年憲法下では地方自治体首長の補佐役には大卒
程度の学歴が要された。

26  2016年 9月21日のF氏の自宅での発言。「越僑」はタ
イ入国当初から各人の経済事情が異なっていた。「古
い越僑」と連絡を取っていた者や1946年3月のティ
アン・シリカンの船に乗れた者はある程度の財産を
持ち出す事ができた。しかし、そうではなかったF
氏の父などは、爆撃を受けた際に着の身着のままメ
コン河を泳いでタイ側へと逃れるのみであった（1999
年 8月23日のF氏の父の自宅での発言）。

27  タイ政府への貢献の詳細は不明。
28  サンティ氏の学士取得はやがて政治の道に進むため
の準備であったようにも捉えられる。同氏はその後
大学院修士課程も修了し、現在は仕事の傍らプラジャ
ディポック王立研究所（King Prajadhipok's Institute）
の学生として地方自治の研究を行っている。本注で
の記載を含めて、以上は2016年 9月22日サコンナコ
ン県自治体執務室でのサンティ氏の発言に基づく記
載。

29  以上は2016年 9月22日サコンナコン県自治体執務室
でのサンティ氏の発言を筆者がまとめたもの。以下
のサンティ氏の発言は、同日同場所での筆者のイン

タビューに対する同氏の発言。
30  2016年 9月23日サコンナコン市役所執務室でのモン
トリー氏の発言。

31  2005年 1月18日 に「Yutthasat Kanchatkan Panha 
Sathana lae Sitthi khong Bukkkhon（個人の法的地位と
権利の問題に対処する為の戦略）」が国家安全保障会
議内で合意され、その後2009年11月 3日に閣議決定
された［GotoKnow 510669］。GotoKnowはパンティプ
教授主宰のサイト。閣議決定抄録は稿末に記載有り。

32  2014年 8月28日内務省地方行政局中央登録署執務室
でのピタースワン氏の発言。

33  Patarinは国家安全保障会議担当官へのインタビュー
で、2008年国籍法は人権思想が導入されたものであ
るとの調査結果を得た［Patarin 2009: 47］。

34  以上は2016年 9月23日サコンナコン市役所執務室で
のモントリー氏の発言。

35  以下は2016年 9月23日サコンナコン市役所執務室で
のモントリー氏の発言。

36  以下は2016年 3月29日サコンナコン市役所執務室で
のモントリー氏の発言。

37  2016年 3月28日のW氏の発言。場所は本人の店舗。
38  中国名は泰国色軍府至徳善堂［Mettatham Mulanithi 

Sakon Nakhonフェイスブック（プロフィール写真）］）。
39  「蜜蝋宮殿パレード」に関しても、中国系住民等が慈
善活動として金銭負担を申し出た事が考えられる。

40  ラマ 6世王時代に「よそ者の華僑がタイで得た利益
を国外に持ち去る」として問題視された事柄が、そ
の後の華僑においてもあるのではないかと懸念され
た［村嶋 2002：38］。

41  2000年 8月18日の「越僑」2世F氏の自宅での発言。
42  以下は2016年 3月28日の「越僑」2世Ｒ氏の発言。
場所は本人の店舗。

43  以上は2016年 3月28日の「越僑」2世Ｒ氏の発言。
場所は本人の店舗。

44  2016年 9月21日のF氏の自宅での発言。
45  2016年 3月29日サコンナコン市役所執務室でのモン
トリー氏の発言。

46  2016年 9月22日サコンナコン県自治体執務室で　の
サンティ氏の発言。

47  2016年 9月22日サコンナコン県自治体執務室でのサ
ンティ氏の発言。

48  2016年 9月23日サコンナコン市役所執務室でのモン
トリー氏の発言。
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