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論説

１．ベトナムの宗教事情

東南アジア諸国の宗教事情をみるときに，ベ

トナムは他国に比べて特異な宗教状況にある。

東南アジア諸国はその多くが宗教の盛んな国

が多い。ミャンマー，タイ，ラオス，カンボジアは

上座仏教，マレーシアやインドネシアはイスラー

ム，フィピンはカトリックがそれぞれメジャーな

宗教だが，ベトナムとシンガポールは一般的な

宗教の分布でいうと，「儒・仏・道混成宗教圏」

とされる。これは東アジア的な宗教状況が反映

したもので，シンガポールは華僑・華人系が多

いこと，ベトナムは中国の文化の影響を永年に

わたって受けてきたという歴史的背景がある。

つまりベトナムは儒教・仏教・道教の混淆圏とい

う（日本とも似た）東アジア的な宗教状況なの

である。

それでは現在のベトナムの宗教事情はどのよ

うなものであろうか。ベトナムの社会主義体制

下での宗教は，大きく「宗教」，「信仰」，「迷信

異端」に分けて管理されてきた。

まず「宗教」とは，超越者への信仰と儀礼体

系（教義）や道徳倫理体系（戒律）および教団

組織を有しているものであり，仏教やキリスト

教などが該当する。「信仰」は，宗教的な内容を

もっているものの特定の「宗教」に含まれない

とか，経典や教団組織などが未整備で「宗教」

のレベルに達していない信念を示すために用

いられる。例えば，祖先崇拝などである。そして

「迷信異端」は，呪術や占い等の類で，制限・

禁止の対象となっている。行政的には，「宗

教」は政府宗教委員会が，「信仰」「迷信異端」

は文化・スポーツ・観光省がそれぞれ管轄して

いる。

現在，ベトナム政府が公認する宗教は（表1参

照）15あり，プロテスタントやカオダイ教の宗派
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ベトナムの宗教政策

組織も含めると全部で40余りとなる。ただし，前

述した「儒・仏・道混成宗教圏」に示されたよう

な儒教・道教はこの中にはない。ちなみに，道

教系は主に民間信仰（習俗）と混淆した形で生

きている。

以下，主な公認「宗教」についてみてみる。

（１）仏教

ベトナムで最もメジャーな宗教は仏教であ

る。ベトナムに関する旅行ガイドや概説書には，

「国民の8割は仏教徒」と記されているものも

あるが，（間違いではないが）正確ではない。そ

もそも何を基準に仏教徒に分類するかにもよ

るが，ベトナムには日本のような檀家制度がな

いために，仏教徒の数を把握することが容易で

はない。ただ，ベトナムのセンサスで個 人々の宗

教調査があって，身分証明書にそれが記載され

ており，それをもとに集計すると，総人口の10〜

12％（約1000万人）が仏教徒である。そのような

人々は，かなり熱心な仏教徒であり，寺院に参

拝するだけの仏教徒を加えれば，相当の数にな

ると思われる。その点でいえば，「国民の8割」

というのも，あながち間違いとはいえない。

ベトナム仏教は，中国経由の大乗仏教がほと

んどであるが，ベトナム南部のメコン・デルタには

クメール人（カンボジア人）が多く住んでおり（約

130万人），彼らはほとんどが上座仏教である。

世界史的にみると，インド圏から始まりミャン

マー，タイ，カンボジアを経て入ってきた上座仏

教と，中国経由の大乗仏教が接するのが，メコ

ン・デルタということになる。さらに宗派の中に

は，両者を混淆させようと主張しているところも

ある。

1981年に教団を束ねる（官製の）全国組織と

して「ベトナム仏教教会」が作られ，（過去には

禅宗等の宗派も存在したものの）現在のベトナ

ム仏教界は日本のように宗派に分かれていはい

ない。僧侶は「ベトナム仏教教会」が運営する

表1　ベトナムの公認宗教

1 仏教（ベトナム仏教教会，1981年）：12％，上座仏教は1.2％

2 カトリック（カトリック司教協議会）：7％

3 プロテスタント：1～2％

①北部プロテスタント聖会総連合会（1958年）

②南部プロテスタント聖会総連合会（2001年）

③セブンスデイ・アドベンティスト・チャーチ（2006年）

④バプティスト・コンベンション（2006年）

⑤ユナイテッド・ワールド・ミッション・チャーチ（2007年）

⑥メノナイト・チャーチ（2007年）

⑦クリスチャン・フェローシップ（2007年）

⑧プレスビテリアン・チャーチ（2007年）

⑨バプティスト・ソサイエティ（2007年）

⑩アセンブリーズ・オブ・ゴッド（2009年）

4 カオダイ教：2.5～4％

①ティエン・エィエン（1995年）

②チエウ・ミン・ロン・チャウ（1996年）

③ミン・チャン・ダオ（1996年）

④チュエンザオ・カオダイ（1996年）

⑤タイニン（1997年）

⑥バン・チン・ダオ（1997年）

⑦バクイ・リエンドアン・チョンリ（1998年）

⑧チョンリ（2000年）

⑨カウコ・タムクアン（2000年）

⑩チエウ・ミン・タム・タイン・ヴォ・ヴィ・カオダイ法門（2010年

⑪ビンドゥック・ベトナム・カオダイ教会（2011年）

5 ホアハオ教：1.5～3％

6 イスラーム：約10万人，スンナ派が4割，バニ・イスラームが6割

①ホーチミン市イスラーム共同体代表委員会（1992年）

②アンザン省イスラーム共同体代表委員会（2004年）

③ニントゥアン省バニ・イスラーム評議会（2007年）

④タイニン省イスラーム共同体代表委員会（2008年）

⑤ハノイ市アルヌール・イスラーム聖堂理事委員会（2011年）

⑥ビントゥアン省バニ・イスラーム評議会（2011年）

⑦ニントゥアン省イスラーム共同体代表委員会（2012年）

7 四恩孝義：4.1万人，2006年

8 浄土居士仏会：2006年

9 バハイ教：8000人，2007年

10 宝山奇香：2008年

11 明師道：2008年

12 明理道：2008年

13 バラモン教：5万人

①ビントゥアン省バラモン・チャム聖職者評議会（2011年）

②ニントゥアン省バラモン・チャム聖職者評議会（2012年）

14 モルモン教：1000人，2016年

15 ターロン孝義仏教：2016年

注：信徒数の数字は，米国務省の'Vietnam'， International
Religious Freedom Report for 2016による。2018年でのベトナ

ムの総人口は約9400万人。（　　）内は公認された年。

表 1　ベトナムの公認宗教
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学校で一括して養成している。

（２）カトリック

仏教についで大きな宗教がカトリックで，人口

の7％を占める。東南アジア諸国の中では，人口

比でいうとフィリピンに次ぐ位置にあり，国内で

のカトリック教会の存在感は小さくない。かつ

てフランスの植民地であったことがその背景に

ある。

中国のカトリックとの違いでは，司教の任命

権をめぐる叙任権問題がある。1949年に成立し

た中国は，バチカン（ローマ教皇庁）と国交がな

く，司教の任命は中国のカトリックが独自に行っ

ており両者はこの問題をめぐって永年対立して

いる。しかしベトナムの場合は，社会主義ベトナ

ムになってからも，司教の任命はバチカンが行

い，ベトナム政府がそれを追認している。

ただし，1950年代に北ベトナムが社会主義

改造を進めていくなかでベトナムとバチカンの

国交が断絶して以降，何度か交渉を重ねてき

たがまだ正式な外交関係は結ばれていない。

その背景には，教会の土地・建物などの不動

産の所有権をめぐる問題があるようだ。フラン

スの植民地時代には，カトリック教会は土地や

建物等不動産面で優遇されていたが，北ベト

ナムでは1954年のインドシナ戦争終結後に多

くの教会不動産が政府に接収され，南ベトナム

では1976年の南北統一後，同様に接収された

のだった。その後も，この問題はうまく解消され

ていない。

（３）プロテスタント

プロテスタントの宣教の歴史は比較的浅く，

1911年からだ。ベトナムにおけるプロテスタント

の特徴は，その多く（約三分の二）が山岳少数

民族に広まっていることである。この点は，ミャ

ンマーと似ている。

とくにベトナム戦争中に米国のプロテスタン

トの宣教師が，熱心に山岳地帯まで入って布教

した歴史がある。また海外ラジオ放送も利用し

ながら，その後も積極的な布教活動を展開して

きた。

2001年と2004年に中部高原地帯で，「デガ・

プロテスタント」と呼ばれる少数民族のプロテ

スタント信者による「デガ国家」の分離独立を

求める大規模な騒乱があった。

また1964年に結成された中部高原地方の少

数民族の自治運動は，フルロ（FULRO＝被制圧

民族闘争統一戦線）と呼ばれ，ベトナムからの

分離を主張するとともに，何度か反乱を起こし

た。しかし南北統一後，やがて劣勢になってそ

の拠点を海外に移し始め，最終的には92年に

解散した。それに伴いその残党は米国等に移住

した。

このように少数民族の独立運動は，宗教の衣

をまとって起きていることが多いので，政府は

その動きを警戒している。

中国やラオスとの国境地帯にも少数民族が

多く住んでいるが，ここではモン族やザオ族に

プロテスタントが浸透している。とくにモン族

（苗族の支系）は，中国，ベトナム，ラオスにま

たがって住んでおり，彼らの中にも分離運動を

起こしているグループがある。

そのような中，政府は2005年に，2001/2004年

の騒乱を受けて，プロテスタントに関する新た

な政策，首相指示1号「プロテスタントに対する

工作に関して」を打ち出した。この政策によって

プロテスタントの各教派を公認化し，体制に取

り込んでいこうとした。

さらに少数民族が持っている伝統文化を強

調するようになった。少数民族はキリスト教を

受け入れることによって，もともと彼らがもって

いた伝統文化とは違った文化を持つようになっ

た。そこで政府としては，新たな宗教・文化政策
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として，彼らの伝統文化を強調し復活させるこ

とでキリスト教の色を薄めるとともに，伝統文

化を観光資源として利用しようと考えているよ

うだ。

このように，プロテスタントの少数民族による

分離主義運動については，当該地域の社会・経

済開発を推進するとともに，少数民族の伝統文

化の強調と正統的プロテスタントへの取り込み

を図ることによって対処しようとしている。

プロテスタントは総人口の2.4〜4％程度と少

ないが，増加率が非常に高い。それは，おそら

く先述した首相指示1号によって公認化が進ん

だことで，隠れ信徒が表に出てきたこともある

だろう。また都市部では入信する若者が多く

なっている。

（４）カオダイ教，ホアハオ教

これらはベトナム独自の民族宗教で，南部の

メコン・デルタで盛んだ。大雑把に言えば，カオ

ダイ教はメコン・デルタの東側，ホアハオ教はそ

の西側に広く分布している。信徒数は，各々だ

いたい150〜300万人程度といわれている。

カオダイ教はフランス植民地時代の1920年

代に成立した宗教で，11の宗派が公認化されて

いる。その特徴は，（キリスト教・仏教・道教な

どの教えの中から）いいところを取り込んだ混

淆的宗教である。

カンボジア国境に近いタイニン省にその総

本山ともいうべき大聖堂がある。カオダイ教は

1990年代半ばから公認化されるようになった

が，その背景には，改革開放路線＝ドイモイの

導入があった。それまで社会主義ベトナム政府

から公認化されていた宗教は，仏教・カトリッ

ク・プロテスタントの三つだけだった。

またホアハオ教は，どちらかというと在家仏教

的な宗教で，在家信者によって構成されている。

（５）イスラーム

信徒数は10万人程度で，そのほとんどがチャ

ム族と呼ばれ，かつてチャンパ王国をつくって

いた少数民族だ。彼らの多くがベトナム南部に

住んでいるが，人数が少ないので治安上の深刻

な問題になるほどではない。

（６）その他

その他，小さい宗教団体が多くある。ちな

みに，法輪功は宗教団体として公認されてい

ないが，健康促進団体として活動が黙認され

ている。

ベトナムでは政府が実施するセンサスの際

に，自分の宗教を申告するようになっており，そ

の申告者数が総人口の約27％となっている。数

字に表れないが，そのほか，伝統的な民間信仰

としては，祖先崇拝，寺社へのお参り，村の守護

神（城隍神信仰），女神（母神）を信仰する聖母

道など，民間信仰が非常にさかんである。その

点を考慮すると，国民のほとんどが宗教を持っ

ていることになる。

少数民族（53民族）は総人口の13〜14％で，

残りはキン族で圧倒的に多い。この点からする

と，少数民族の独立分離運動などがあったとし

ても，国の存立を揺るがすような大きな脅威に

は至っていない。

２．戦後ベトナムの宗教政策の歴史

（１）1945〜55年

ベトナムの独立は，第二次世界大戦終了直後

の1945年9月2日，ホー・チ・ミンが独立宣言を

行い，ベトナム民主共和国が成立した時に達成

された。しかし完全な独立を遂げたわけではな

く，フランスが再植民地化を狙った工作を進め

たために，翌年から54年までインドシナ戦争が

繰り広げられた。この間，ホー・チ・ミン政府は，

中国国境の山間部に疎開し転 と々していた状況

ベトナムの宗教政策
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表 2　ベトナムの宗教政策関連政令・法令年表表2　ベトナムの宗教政策関連政令・法令年表

1945年9月2日 ホー・チ・ミンが独立を宣言し，ベトナム民主共和国成立。

1945年9月3日

政府会議でホー・チ・ミンが「ベトナム民主共和国の緊急の任務」6項目を提案。

第3項：「18歳以上の男女のすべての公民は，貧富，信仰，民族にかかわりなく，選挙権と被選挙権を有す」。

第6項：「植民地主義者・封建主義者は統治を容易にするためにカトリック同胞と非カトリック同胞を分裂させる政策を実施した。

私はわが政府が次のように宣言することを提案する：信仰の自由，信徒・非信徒団結」。

1945年9月20日
主席令35号で，信仰の自由が民主共和政体の原則であり，第1条ですべての

宗教施設が尊重され，侵犯されてはならないと規定。

1945年11月24日 ベトナム領土内のすべての古い遺跡保存の任務を極東学院に委託することに関する主席令65号。

1946年4月6日
『事実』紙30号にチュオン・チン「誤まった傾向を打倒し，民の信仰を侵犯してはならない」が掲載される。

『事実』105号(1948年12月25日）にも「共産主義とカトリック」が掲載。

1946年11月9日 第1期国会，最初の憲法を採択。第10条で公民の5つの基本権の一つとして信仰の自由を明記。

1946年12月18日 テトと歴史的・宗教的記念日を制定する主席令22号。

1949年 「宗教組織への土地・農業生産物税免除に関する主席令」。

1952年 ヴィエトバックにて「全国抗戦宗教会議」開催。

1953年1月20日 越奸と反動分子を懲罰し，売国的陰謀行動を処罰することに関する主席令133号。

1953年10月4日 宗教政策に関する首相議定315号。

1953年12月19日 土地改革法公布に関する主席令197号。

1954年 第一次インドシナ戦争終結。

1955年6月14日 宗教問題に関する主席令234号。

1957年6月18日 出版の自由，宗教活動者養成学校を開設する自由に関する主席令3号。

1958年 ホー・チ・ミン「文化・文芸工作に関して」。「迷信・異端｣に関する問題提起。

1958年10月21日 「文化政策の指導強化に関する」労働党中央委員会109号指示。

1959年12月31日 国会は新憲法を採択。第26条で，「公民はいずれかの宗教を信仰する，あるいは信仰しない信仰の自由を有す」と規定。

1964年6月11日 宗教政策施行に関する1957年12月10日の首相通達593号の補充に関する首相通達60号。

1975年1月 「婚礼，葬儀，法事，祭日における新しい生活様式に関する」労働党中央委員会指示214号。

1975年4月 ベトナム戦争終結。

1977年11月11日 政府決議297号「宗教に対する若干の政策」

1980年 新憲法採択。第68条は59年憲法第26条に「何人も宗教を利用して国家と法律と政策に反することはできない」が加わる。

1986年 ベトナム共産党第6回党大会においてドイモイが提起された。

1990年10月16日

党政治局決議24号「新しい情勢における宗教工作の強化について」。

宗教が人民の一部にとって客観的需要があり，社会主義下でも長期に存在すること，宗教道徳は新しい社会建設と適合する多く

のものを持っていることを初めて認める。

翌年の第7回党大会の「社会主義への過渡期における国家建設綱領」にも同様の内容が盛り込まれる。

1991年3月21日 閣僚評議会議定69号「宗教活動に関する規定」。

1992年

憲法70条「公民はいずれかの宗教を信仰する，あるいは信仰しない信仰・宗教の自由を有する。各宗教は法の下に平等である。

信仰・宗教の礼拝所は法律によって保護される。何人も信仰・宗教の自由を侵したり，信仰・宗教を利用して国家の法律と政策に

反することはできない」。

1995年 米国と国交回復。

1998年7月20日
党中央委員会指示37号「新しい情勢における宗教工作に関して」

宗教工作は大衆運動工作だとする。

1999年4月19日 政府議定26号「宗教活動に関して」。

2000年7月1日 米越通商協定締結。

2000年10月30日 政府宗教委員会と地政総局の連合通達1646号「宗教団体が使用している面積の土地の使用権の証明書を発給する手引き」。

2003年3月12日

宗教工作に関する第9期7中総決議25号。

宗教個別についての党決議としては最初。

宗教同胞も民族大団結の一部であるとする。

2003年6月18日 首相決定125号「宗教工作に関する7中総決議を実現する政府の行動プログラム承認について」。

2004年，2005年 米国務省｢信教の自由報告書」において，ベトナムがCPC（Country of Particular Concern）と指摘。

2004年6月29日

国会常務委員会，「宗教・信仰法令」（6章41条)を公布。

公認と登録を規定し，これにより公認・登録数が増える。

外国人の宗教活動について初めて規定（36条，37条）。

2005年2月4日
首相指示1号「プロテスタントに対する工作に関して」。

プロテスタントの各宗派の公認化が進む。

2005年3月1日 政府議定22号「宗教・信仰法令の実施手引き」。

2006年11月14日 米国務省｢信教の自由報告書」において，ベトナムがCPCから外れる。

2007年1月1日 ベトナム，WTO加盟。

2008年12月31日
首相指示1940号「宗教にかかわる家屋・土地に関して」。

宗教団体への土地・建物の返還や提供について規定。

2010年7月12日 ｢文化活動の行政違反の処罰を規定する議定」。

2012年
詳細な規定と信仰・宗教法令履行決議の議定。

行政手続きのスピードアップ化。

2013年
憲法改正。第24条で「すべての人は信仰と宗教の自由権を持つ」とした。

国際人権宣言（1948年）や市民的及び政治的権利に関する国際規約（1966年）に合わせる。

2013年11月12日 ｢文化，スポーツ，観光，広告分野における行政違反の処罰を規定する議定」。

2016年11月 信仰・宗教法（9章68条）が国会通過。

2018年1月 信仰・宗教法（9章68条）が発効。
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で，首都ハノイはフランスに押さえられていた。

1945年に成立したベトナム民主共和国は，成

立当初，米国からの援助に期待するなど，必ず

しも社会主義国を目指した国づくりを進めたわ

けではなかった。1946年11月の第1期国会で採

択された最初の憲法は社会主義憲法ではなく，

その第10条には，公民の5つの基本権（私有財

産権を含む）の一つとして「信仰の自由」が明記

されていた。

ところが47年ごろから中国に傾斜するように

なった。そして49年に成立した中華人民共和国

が，初めてベトナム民主共和国の国家承認をし

た後，次々にソ連ほか旧東側諸国が国家承認を

していったこともあり，社会主義陣営に入ってい

くことになった。

1954年にフランスとの間の第一次インドシナ

戦争が終結し南北に分断したが，北ベトナムは

このときから本格的に土地改革を初めとする社

会主義改造を実行していった。その一環として

「新生活運動」が展開されたが，例えば，農村

では寺院など各宗教施設のうち，一つか二つの

み残してそれ以外は放置されるか潰されるなど

した。また迷信や民俗信仰のようなものについ

ては，1950年代後半ごろから制限・排除されて

いった。このようにして社会主義改造とともに宗

教に対する統制が推し進められたのである。

（２）1955〜90年

1960年代はベトナム戦争が激化した時期であ

り，宗教で摩擦を生じさせる余裕はなかった。

ただし，戦争遂行のために宗教を利用した面は

あった。ベトナム戦争が終結（1975年）する少し

前，北ベトナムによる統一が見え始めたころから

（75年初め），宗教に対する統制が強化される

ようになった。おそらく宗教勢力がさかんだっ

た南ベトナムを吸収統一していくためには，宗

教勢力を押さえて社会主義化を進めていかな

ければならないということが念頭にあったのだ

と思う。

1954年に南北に分断されたとき，北ベトナム

のカトリックなどキリスト教徒の多くが南ベトナ

ムに逃れてきたように，南では宗教が非常にさ

かんだった。75年以降，1977年に政府決議297号

「宗教に対する若干の政策」などが出されて，

宗教に対する統制が厳しくなっていった。

その後，1980年代初めに政府は，メジャーな

宗教である仏教（「ベトナム仏教教会」）とカト

リック（「カトリック団結委員会」）に関して全国

組織を作り，宗教管理に乗り出した。それに対

して仏教界の中には反発する勢力もあった。も

ともと南の仏教界は政治活動がさかんで，ベト

ナム戦争中には反サイゴン（反政府）運動を展

開していた。

その中の一つ「統一ベトナム仏教教会」とい

う組織は，仏教の政府公認組織への併合を拒

否したために，政府の弾圧を受けるようになっ

た。この団体は現在でも存在しており，その中

心的人物ティック・クアン・ド和尚は，オバマ米

大統領がノーベル平和賞を受賞したとき（2009

年），有望なノーベル平和賞候補者の一人とい

われていた。

政府の公認宗教団体に入るのを拒む団体は

他にもあって，仏教，カオダイ教，ホアハオ教な

どにみられる。

（３）1990年〜現在

ベトナム戦争終結による南北統一後，全国を

社会主義化していく過程で，宗教団体を統制し

て社会主義体制に取り込んでいく動きが強まっ

た。それが緩み始めたのがドイモイが進めら

れた頃だった（1980年代末から90年代初め）。

村々では，それまで制限されていた村の祭りが

復活するなど，宗教活動や民間信仰が是認され

る動きが始まった。

ベトナムの宗教政策
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1990年10月，党政治局決議24号「新しい情勢

における宗教工作の強化について」が出される

と，宗教の統制緩和の方向性が打ち出された。

政府は，統制しても宗教を根絶することが難し

いとわかり，むしろドイモイによる改革開放政策

を進める中で，国づくりのために宗教の力をうま

く利用していくことを考え，方向転換をするよう

になったと思われる。

社会主義政権の下では，社会主義化によって

進んだ社会になれば人民は遅れた宗教（＝アヘ

ン）から自然に離れていくから宗教もなくなる

だろうとの考えのもと宗教政策を行った。しかし

宗教は経済が発展しても一定の役割を果たして

いることがわかり，それを政策上是認し利用し

ていこうとしたのである。

また改革開放政策を進める上で，米国を中心

とする欧米諸国との良い関係を維持するため

にも，従来のような宗教政策では摩擦が生じる

ことが心配された。一方で，自国のアイデンティ

ティを保持していく必要性もある。そこでベトナ

ムは，従来，仏教・儒教などは封建的文化と見

做し批判してきたが，（1990年代半ば以降）そ

れを民族文化として再評価するようになったの

である。

例えば，（それまで迷信として排除されてき

た）ベトナム独自の民間信仰である聖母信仰も

文化遺産として認められるようになった。その

流れの中で90年代半ばから，伝統的民族宗教

である，カオダイ教やホアハオ教が相次いで公

認されるようになった。

90年代に入ると，教育や文化の領域でも「社

会化」，言い換えれば「民営化」ということが言

われるようになった。社会主義政権下で国がす

べてやっていたことを見直して，運営自立化の促

進，私立の学校経営の許可など，多様な経営形

態を認めるようになったのである。その背景に

は，財政逼迫という事情もあるだろうが，民間活

力を利用して国の発展につなげようとした。

とくに社会福祉や慈善事業の分野において

は，宗教団体の力を借りて活用しようと考えて

いる。例えば，孤児院，リハビリ施設，災害救助

などである。ただし，宗教系の学校や病院は今

でも認可されていない。

ベトナムは，1995年に米国と国交を回復する

とともに，2000年には米越通商協定を締結し，

2007年にはWTOに加盟して国際社会の仲間入り

をした。米国はベトナムにとって最大の輸出先

で，対米関係を良好に維持するために米国の要

求にある程度応えることは，経済発展を進める

上でも必要なことであった。

米国務省は，毎年「信仰の自由に関する国

際報告書」（いわゆる「信教の自由報告書」）を

出しているが，「とくに懸念される国」（CPC＝

Country of Particular Concern）としてベト

ナムは，2000年代に入ってからも何度か指摘さ

れていた。在ベトナム米大使館が，ベトナム国内

の宗教団体へのヒアリング等を熱心に行って信

仰の自由に関する詳細な調査を実施し，ベトナ

ム政府に対してもその改善の申し入れを行って

きた。さらにアムネスティ・インターナショナル

などの国際人権団体からの指摘もあり，国内の

宗教政策を改善する動きにつながり，結果的に

プロテスタント各教派の公認化が進んだので

ある。

３．今後の展望

（１）新宗教の出現

近年注目すべき動きは，「新宗教」と呼ばれ

る比較的小規模の教団が，50〜60も把握されて

いることである。これらの多くは，1990年以降に

出現し，地域的には北部デルタ地方に集中して

いる。

教義はたいてい仏教，道教，民間信仰に根差

しており，おおかたは健全に見えるが，「迷信異
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端」的要素が混入することもある。信者の多く

は農村の女性や取り残された階層（退職した幹

部・兵士，低収入で情報化社会に適応しにくい

人々）で，教団の教祖は女性が多い。祭祀の対

象は，弥勒，観音菩薩，天，ホー・チ・ミンなど

で，憑依や扶鸞（降筆）を多用している。

北部で新宗教が次々誕生している理由として

は，抗仏戦争，社会主義改造，抗米戦争，ドイモ

イなど，北部の社会が目まぐるしい変貌を経て

きたこと，とりわけソ連・東欧の社会主義体制の

崩壊後は信条危機に陥る人が多く，宗教的要

素が高まり，南部と比べて既成宗教が脆弱だっ

た北部は，新宗教がその受け皿になっているか

らだと思われる。

新宗教で興味深いのは，故ホー・チ・ミン主

席を本尊とする通称「ホーチミン教」と呼ばれ

るものが，今世紀に入ってからいくつか誕生し

ていることである。これらの「ホーチミン教」で

は，教祖の自宅に祭殿が設けられ，ホー・チ・ミ

ンは最高神だとされる。さらに祭壇では戦没者

も祀られていて，教団信者による戦争遺跡への

参拝も盛んである。「ホーチミン教」の中には，

「平和殿」や「黄天龍殿」のように数万人の信

者を擁し，広範囲な影響力を持つ教団もある。

新宗教は，しっかりした教団組織や教義を

持っていないので，まだ公認「宗教」にはなっ

ていない。しかし「信仰」の範疇は超えており，

「宗教」と「信仰」の狭間にあり，従来の「宗教」

「信仰」「迷信異端」という区分での宗教管理

のあり方の見直しを迫っているといえる。

（２）「信仰・宗教法」の制定と今後

現在に繋がる宗教に関する法規として，2004

年に（ベトナム国会の常設機関である国会常務

委員会から）「宗教・信仰法令」が出された。こ

れは「法令」と称しても法律ではなく，この法

令によって「宗教」組織への管理が精緻化され

た。また高位聖職者の任命等「宗教」組織の

人事への介入度は，以前の「承認」から「登録」

「届出」へと敷居が下げられた。宗教活動の空

間的制限や外国人聖職者の布教禁止も緩和さ

れ，規定上は一定程度，宗教の自由度が高まっ

ている。

ここで第10回ベトナム共産党大会（2006年）

と第11回同大会（2011年）における宗教に対す

る基本方針を比較してみる。両大会に共通した

点は，下記のとおりである。

①公民の信仰・宗教の自由を尊重し保証する。

②宗教のよき文化的・道徳的価値を発揮さ

せる。

③各宗教組織，聖職者，信者を「よき世の中，う

るわしき宗教を生きる」に動員し，祖国の建

設と防衛に積極的に参加・貢献させる。

④合法的な宗教組織は法律を守って活動し，

法律により庇護される。

⑤民族・宗教問題を悪用する行為に対して闘争

する。

これらの方針は，1990年代から一貫した党の

基本方針だった。

第11回大会で加えられた点をみてみる。

まず，「闘争」問題について，「主体的に防御

する」「断乎として闘争する」という修飾語がつ

けられ，より強い表現となった。もうひとつは，

「動員」で，「各宗教組織を動員し」や「各宗

教組織に関心を払い，すべての条件をつくりだ

す」と，宗教組織のさらなる取り込みを目指して

いることである。以上の二点は，アメとムチであ

るが，宗教に対する方針が「闘争」と「動員」の

間で揺れているといえる。

そして2016年には，「宗教・信仰法令」が「信

仰・宗教法」として法律に格上げされた。これに

よってしっかりとした基準が設けられ，宗教政

策の透明化が明確になった。特色としては，宗

教公認化に向けた手続きの簡素化とその期間

ベトナムの宗教政策
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の短縮化がある。それまで公認化のために23年

という長い活動期間が求められていたが，それ

が5年に短縮された。それからベトナム国内にお

ける外国人の宗教活動に対する規定が設けら

れた。宗教（信教）の自由は，これまで国民の権

利の一つとして位置づけられていたが，普遍的

な人権として位置づけられるようになったので

ある。

ベトナムは，国連人権理事会の2014〜16年期

の理事国を務めており，国際人権諸規約との整

合性をつける意味でも，信仰の自由を認める方

向の宗教政策を取らざるをえいない環境にあ

る。なお「信仰・宗教法」は2018年1月から施行

された。

このようなベトナムの宗教状況をみるときに，

同じ共産党政権の国である中国と比べても，宗

教は治安，国民統合上の大きな脅威にはなって

いない。むしろ共産党は国民統合，団結を促進

するためにうまく利用しようとしているように見

える。かつてはカトリックを国民の団結の輪に

いかに組み込むかが重要な課題だったが，いま

は少数民族がその位置にある。このようにベト

ナムの宗教政策は，比較的柔軟な対応をし，う

まく行っている方なのではないかと思う。

（2018年3月15日）


