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ベトナム中部フエ旧市街の市民文化継承に関する調査研究 

 －路地コミュニティ・ソムにおける伝統的中秋節行事に着目して－ 

Research on the Conservation of Civil Culture in Hue Old City, Central Vietnam 
 : A Case Study of Traditional Mid-Autumn Festival in Alley Community - Xom  
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After Doi Moi in 1986, cities in Vietnam have been urbanized rapidly. In Hue, there is an urban 
redevelopment plan to further develop and maintain the traditional loyal culture recorded world heritage by 
UNESCO. The purpose of this research is to consider the conservation of civil culture held in the small alley 
community, “Xom”, focusing on the traditional Mid-autumn Festival. Through the field and questionnaire 
surveys, I classified the small alley community ”Xom” and examined current situation of Mid-autumn 
Festival in Xom and variety of management group of that festival. Xom and Mid-autumn Festival mutually 
compliment each other forming on unified integrity: the small alley community plays an important rule for 
the conservation of civil culture. 
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1. 研究の背景と目的	 

	 ベトナム中部に位置するトゥアティエンフエ省フエ市

は、ベトナム最後の王朝阮朝の都が置かれた都市である。

1986 年のドイモイ政策、1993 年の阮朝の歴史的建造物群

の世界遺産登録以降、フエ市においても経済発展と都市化

が進み年々人口は増加している。京城保存としての住民移

転計画や都市化による再整備計画など、現在歴史都市フエ

の様相は徐々に変容し、都市住民の生活環境も変化しつつ

ある。	 

	 本調査研究では、阮朝王宮とともにフエの文化を発展さ

せてきた市民による伝統的活動の重要性を認識し、その一

つである中秋節祭に焦点をあて、都市コミュニティとの関

係から市民文化継承のあり方を考察する。なお、調査期間

は 2014 年 7 月 21−26 日、8 月 22 日−9 月 26 日で、フエ科

学大学と共同でフィールド調査を実施した。	 

 
2. 調査対象地の概要	 

	 1803 年に京城都市が建設されて以降、フエはベトナム

最後の王朝阮朝が置かれた都として発展してきた 1)。特に

近年の人口増加は顕著で都市化が進行している。調査対象

地区であるザーホイ(Gia Hoi)地区(図 1)はフエ京城都市

の東側に位置し、ドンバ(Dong Ba)川、及びフォン(Houng)

川に囲まれた三角地帯で、フーキャット(Phu Cat)区、フ

ーヒエップ(Phu Hiep)区、フーハウ(Phu Hau)区に分けら

れている(1)。この地区は主に商業を中心として発展し、主

要道路であるチーラン(Chi Lang)通の名称からチーラン

地区と名付けられたが、地元では昔からの地区名にちなん

でザーホイ地区と呼んでいる人が多い 2)3)。ここには、幾

世代にもわたり住み続けている都市住民の伝統的コミュ

ニティであるソム(Xom)が存在している。ソムは主に路地

空間を共有した地縁集団であり 4)、日常の道路清掃、クン

ソムと呼ばれる集団祖先崇拝や中秋節祭の伝統行事など

2)、数多くの活動を共有している(図 2)。また、ソムはイ

ンフォーマルなコミュニティとして行政区画とは異なる

場合がある。	 

	 フエの建造物群が世界遺産に認定された後、王宮の維持

保存に関する取り組みだけでなく、京城周辺域も視野に入

れた都市計画が立案され 5)6)、王宮文化保存や景観保存の

観点から再整備事業が進められている。その一部にはザー

ホイ地区の再整備も含まれ、フォン川に面する地域では住

民の立ち退き移住、公園整備、道路建設が実施された(図

1)。このような再整備事業は都市の観光資源化やインフラ

整備化においては効果的であるとされる一方、再定住地の

居住環境や治安の問題が懸念されている。また、ソムなど

既存コミュニティの分断や衰退も指摘され 2)、都市化によ

るコミュニティの変容と合わせて、市民文化の継承への影

響が考えられる。	 
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3. 市民文化としての中秋節祭	 

3-1. 季節毎の主な祭事 

	 ベトナムは多民族国家として知られ、多様な信仰思想や

文化的要素を有し、祭事に関しては分かっているだけでも

およそ 8,000 にも及ぶ。このうちベトナム全土で広く見ら

れる大きな祭事は以下の 3つである。	 

(1)旧正月(Tết Nguyên Dán)	 

	 旧暦 12 月 30 日から 1月 4 日にかけて開催される、ベト

ナムで最も大きな祭事である。	 

(2)中元節(Tét Trung Nguyên	 )	 

	 旧暦 7 月 15 日に、主に寺院で開催される祭事である。

親戚の死者の霊が来世で罰を受けないようにするために

祈る行事である。	 

(3)中秋節(Tết Trung Thu)	 

	 旧暦 8 月 15 日に開催される。詳細は次項に記述する。

このほか毎月の崇拝儀礼として、旧暦の１日と１５日は住

居内外にある様々な神や霊に対して崇拝する習慣がある。	 

3-2. 中秋節の祭事内容	 

(1)中秋節祭の起源	 

	 もともと秋分の日に行われていたものだが、唐代から八

月の十五日の夜に行われるとともに、民間に広がることに

よって、本来は宮廷の祭事という厳粛な性質から一家団欒

を喜ぶという世俗的な祭りへ変わっていった。祭事内容は

月餅や丸い果物を供えること、街に出て賑やかさや家族団

らんを楽しむ、月への崇拝、遊びやランタン行列、関係の

ある人への贈答など様々である 7)8)。	 

(2)ベトナムにおける中秋節祭 

	 ベトナムにおける中秋節は、主に子どもたちのための祭

事である(2)。行事期間中には多くの遊戯と菓子を楽しみ、

また家族全員がこの祭事に参加する。献上台に果実や焼き

菓子、月餅などをきれいに並べた供物を用意する 9)。	 

3-3. 中秋節祭の主な儀礼	 

(1)獅子舞(図 3)	 

	 子どもたちによって演舞され、フエの中秋節祭では最も

重視されている。演者は主に 11 歳から 10 代後半の男子で

あり、子どもたちが演じる獅子舞は家々への招福のために

町を練り歩く。獅子舞が演舞した家は悪霊が払われ、幸運

をもたらすとされる。近年では大人が組織するものも増え

てきている。	 

(2)供物(図 4)	 

	 マムコー(Mâm cỗ)とよばれる食べ物が乗った献上台の

供物のことである。高額であるため以前は購入費を集落や

ソムなどで徴収していたが、近年ではそうしたことはほと

んど行われず、安価で簡易な個人で準備しやすいものに変

化してきている。	 

(3)ランタン行列(図 5)	 

	 以前は竹、布、ロウや灯油などで手作りしたものを持っ

て町中やソム内を歩いていたという。現在ではそうした活

動はほとんど見られず、近所の商店で手軽なランタンを購

入する家庭が増えている。	 

(4)崇拝儀礼	 

	 年中行事として旧暦の１日と１５日は毎月住居内外に

ある様々な祭壇で崇拝儀礼をおこなう。中秋節の時期は通

常の崇拝儀礼を行うともに、月に対しても信仰を捧げてい

たという(図 6)。	 

4. 中秋節祭の多様な運営形態	 

	 初回のフィールド調査では、トヒエンタン第 2号小路の

ある第 10 町内会においてソムの構成世帯を調査し、4 つ

のソムが存在することを確認した(図 7 中右上の地区)。各

 
図 1:ザーホイ地区	 
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 ソムは 4 本の路地に面する世帯によって主に形成される

が、共同活動に参加することでソムの一員となる離隔世帯

もあった。また、路地空間であっても、キリスト教の宗教

施設や王宮官僚の子孫が住む伝統的庭園住宅はソムに無

関係であり、表通りであるチーラン通に面する世帯はソム

に属していなかった。チーラン通の商業店舗住宅に住む第

10 町内会長でも路地裏の世帯がどのようにソムを形成し

ているか把握していなかった。	 

	 このように、ソムの同定が可能であることを確認した後、

2回目のフィールド調査では、調査対象地内に存在する全

てのソムの境界を明らかにし、さらに現在の中秋節祭の運

営状況や祭事内容に関する詳細調査を実施した(3)。	 

4-1. フーキャット区における広域調査	 

	 図 7 は調査を行ったフーキャット区のソムの境界と、中

秋節祭の運営状況を示す。確認できたソムは全部で 14 集

団であり、正確な世帯数は確認できなかったものの、ソム

によってその構成世帯は3戸から101戸とばらつきがあっ

た。14 集団の中で、いまだに伝統的にソムが主体となり

中秋節祭を運営しているのは 5集団で、このうち 3集団で

は合同でおこなっており、ソムと伝統行事との結びつきが

希薄になっている状況を確認した。インタビュー調査では、

行事費用の負担、行事の主体となる若者世帯の転出、共同

活動の衰退などが挙げられた。このような状況から、ソム

に代わり、地域寺院、慈善意識の高い個人世帯、その他小

学校。人民委員会、個人塾によって行事が運営されていた

(表 1)。	 

 

5. ソムの運営に中秋節祭の事例調査	 

	 ソムによる中秋節行事の諸相を理解するため、バクダン

通りに面する第 14 町内会のソム 2 において、行事開催中

に 35 件のインタビュー調査、27 件の住宅実測調査、各行

事の観察調査をおこなった(図 7)。	 

(1)獅子舞による厄除けと招福	 

	 中秋節祭の時期である 9月 5 日から 8日までの間に、獅

子舞が披露した場所、ソム内の住宅分布を記す(表 2、図

8)。ソムで運営されている獅子舞は、主にソム内を中心に

楽しまれ受け入れられており、ソム内のほとんどの住宅が

獅子舞による招福の儀を受け入れている(4 日目は獅子の

トラブルにより急遽中止となった)。	 

(2)先祖崇拝による祭祀	 

	 中秋節の期間中に行われる先祖崇拝の祭祀について、対

象ソムではどのように行われているかを記録した。現在、

毎月行われる崇拝行為と一体化しており、仏陀、先祖、地

霊への崇拝が確認できた(図 9,10)。中秋節祭において特

別に何かを準備し、月を祀るるようなことは見られなかっ

た。	 

 
図 7:フーキャット区におけるソムの境界線と中秋節祭の運営状況 

表 1:中秋節祭の運営主体と祭事内容 

 

 

- 186 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.13, 2015 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.13, February, 2015 

 

 

6. 結	 論	 

(1)市民文化としての中秋節祭	 

	 ベトナムの中秋節祭は、中国で行われてきた祭事内容を

引き受けつつも、祭事の意味合いを変えベトナム独自に発

展してきた。近年では生活の変化により、以前は子どもた

ちが主役となり、準備も含めて楽しんでいた祭事が簡略化

し、個人で楽しまれるただの時世的な祭事になりつつある。	 

(2)フエ旧市街におけるソムの特徴	 

	 ソムという集団は、一本の路地を共有し、地縁集団を基

点として形成されたコミュニティである。ソムの結びつき

は道路清掃やクンソム、中秋節祭などのコミュニティ活動

を共有することによっても生まれるといったように、フレ

キシブルな集団であると考えられる。コミュニティ活動が

ソムの結びつきを強める要因となる一方で、中秋節祭を運

営する活動が行われなくなりつつある。	 

(3)中秋節祭の実施状況と多様な運営主体	 

	 もともとはソムと仏教寺院で運営されていた中秋節祭

が、ソムでは行われにくくなっている。現代では子どもた

ちが主体となって運営から行事に参加するものから、容易

に参加できるものまで中秋節祭が柔軟性を持ち、その運営

主体も多様化していることが把握された。	 

(4)ソムにおける中秋節祭の諸相	 

	 ソム内で運営される獅子舞は、ソム内の子どもが中心と

なり運営され、主にソム内の住居で演じられ、住民たちも

積極的に参加していることが把握された。また、行事の規

模は小さいが住民間の連携は緊密で、子どもたちを見守る

住民たち同士の交流も見られた。ソムでの中秋節祭の運営

は、ソムの連帯感を高め、また本来の中秋節祭のあり方を

見せる。	 

	 伝統的祭事である中秋節祭とコミュニティとの結びつ

きを考えると、中秋節をはじめとした伝統的祭事を維持・

継承するためには都市コミュニティであるソムの存在は

必要不可欠な要素であり、その維持が重要である。また、

逆に祭事が都市のコミュニティの結びつきを強める役割

を担い、中秋節祭と都市コミュニティ・ソムは相互に補完

しあう一体的なものであると考えられる。以上のようにフ

エにおけるソムの維持が歴史都市の維持に果たす役割は

大きく、今後の再整備事業にはこれらの要素も考慮してい

くことが望まれる。	 

 
補	 注	 

(1) ベトナムでは地方の行政区分は省レベル、県レベル、
社レベルの 3つのレベルに分けられている。ここでの
「区」とはフエ省(省レベル)の省直轄市であるフエ市
(県レベル)の下にある社レベルの行政区分である。な
おフエ市は 27 の社レベルの行政区分で構成され、内
訳は 24区、3村である。ベトナム語名、英語名はそれ
ぞれ、省(tỉnh, province)、省直轄市(thánh phố, provincial 
municiplity) 、 区 (phurớng, ward/precinct) 、 村 (xã, 
commune)である。 

(2) 本研究では、ベトナム義務教育が終わる 15歳までを子
ども、16歳以上を青年、大人として記述する。 

(3) 本研究では分類のため便宜上、ソムに番号を割り振る。 
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