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一中国水土保持研究所との学術交流協定調印と

　　　　　同研究所固原試験地訪問一

　　　　　　　　　　江頭和彦＊
九州大学大学院農学研究院植物資源科学部門植物生産科学講座土壌学研究室

　　　　　　（2003年10月28日受付，2003年11月14日受理）

　　　　　　　The　Way　to　Loess　Plateau
－Signing　of　the　Agreement　for　Academic　Cooperation　with

　the　Institute　of　Soil　and　Water　Conservation，China，and

　　Field　Survey　to　Guyuan　County　in　Loess　Pla．teau一

Kazuhiko　EGAsHIRA＊

Laboratory　of　Soil　Science，Division　of　Soil　Science　and　Plant　Production，

　　　Department　of　Plant　Resources，Faculty　of　Agriculture，

　　　　　　Kyushu　University，Fukuoka812－8581，Japan

1．はじめに
　2003年8月8日～11日の日程で，中国を訪問しまし

た．目的は，中華人民共和国（中国）の中国科学院水

利部水土保持研究所（The　Institute　of　Soil　and

Water　Conservation，Chinese　Academy　of　Sci－

ences　and　Ministry　of　Water　Resources）と，

九州大学大学院農学研究院・大学院生物資源環境科学

府・農学部との学術交流協定の調印です．本学術交流

協定の締結は，附属演習林の小川滋教授・林長，大槻

恭一助教授と，水土保持研究所の馬永清（Ma

Yongqing）教授と劉国彬（Liu　Guobin）副所長の

尽力に負うところ大です．農学研究院からの訪問者は，

私江頭和彦と，小川滋教授，大槻恭一助教授，それに

農学部事務部経理掛の大平紘子さんです．私は，教員

の海外派遣において，事務職員の同行は進めるべきと

考えています．ひとつは職員の国際性の養成で，今後

は，職員にも専門性と同時に国際性が求められるよう

になるだろうと思っています．もうひとつは連帯の醸

成です．大学における教学と経営の並立に向けては，

教員と職員の協調が重要になると思います．フィール

ドで教員が見せる，キャンパス内とは違った，生き生

きとして活動する姿に接することは，連帯の醸成に少

なからず貢献すると信じます．

　8日夜遅く隣西省（Shaanxi　Province）西安

（Xi’an）を経て楊凌（Yangling）に着き，9日午前

中に，水土保持研究所で学術交流協定の調印を無事済

ませました．調印後，馬教授の案内，楊（Yang）さ

んの運転で，寧夏回族自治区（Ningxia　Huizu

Autonomous　Region）の固原県（Guyuan　County）

に向かいました．馬教授の大学院生を含め総勢10人で

す．固原県は楊凌から北西400kmに位置し，陳西省，

甘粛省（Gansu　Province），寧夏回族自治区の2省

1自治区を通ります．道路は黄土高原の中を走ります．

9日夜遅くに固原県県城に着き，10日の午前中，固原

県内に在る水土保持研究所の試験研究施設及び試験地

を見て回りました．10日の午後同じ道を楊凌まで帰り，

11日朝西安を発ち，青島を経由して，午後3時福岡空

港に着陸しました．図1に，回りました所の概略位置

を示します．以下，訪問紀行をやや詳細に記します．

零Corresponding　author（E－mai1：kegashi＠agr．kyushu－u．ac．jp）
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図1　主要市・県・郷概略位置図

2．西安，成陽，そして楊凌

　8月8日，台風10号（アジア名「嵐雲」）の襲来で

前日からやきもきさせられ，やや不安な気持を抱きな

がら，14時少し前に福岡空港国際線ターミナル3階の

出発ロビーに到着．韓国からの便にキャンセルが出て

いて，ロビー内はやや騒然として慌しい動き．案内板

で西安行きの運行を確認する．3人の到着を待って搭

乗手続き．手荷物検査，出国審査を終え，待合室に入

り，お土産を買う．ビールで乾杯し，結団式．滞在中

の無事と訪問の成功を祈るのみ．中国東方航空MU

290便は15時52分，ほぼ定刻（15時40分）に福岡空港

を離陸する．西安からの折り返し便で，帰りはこの便

での帰国となる．航空機は中国西北航空のもので，尾
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翼に飛天が舞う．離陸後すぐに雲の中に入る．台風10

号による風の影響は感じられず．そのまま雲の上を飛

び続ける．雲が切れ，16時12分朝鮮半島にかかる．眼

下に見入る．すぐにやや大きな川（洛東江？）を越え

る．田植え前の水田，水が張られ，それが太陽光を受

けて光る．16時40分頃朝鮮半島と別れ，黄海に出る．

多くの島々が見える．機内では，サンドウィッチと飲

物のサービス．現地時刻16時31分（1時間の時差があ

り，日本時刻では17時31分）に青島空港に着陸する．

着陸前，地上温度29℃との機内放送．中国は1年5ケ

月振りに8回目の訪問．前回の2002年3月は，当時の

岡部幸雄事務長，学生掛の園啓治さんと，北京林業大

学水土保持学院（The　Faculty　of　Soil　and　Water

Conservation，BeijingForest　University）を訪

問し，合わせて北京を観光した．2008年のオリンピッ

ク開催に向けて，インフラの整備は凄じく，八達嶺長

城（万里長城）まで商速道路が完成し，友誼商店の変

わり様には驚かされた．

　青島空港での入国時，衛生検査で体温測定．温度セ

ンサーの取り付けられたゲートの前にひとりずつ立つ．

体温に異常がないことの確認を受けて，ゲートを潜り

先に進む．新型肺炎（SARS）防止の中国式水際作戦．

入国審査を済ませ，待合室でしばらく待つ．待合室は

閑散として，免税店も多くが閉まったまま．時間帯も

あろうが，日本からの観光客の減少をうかがわせる．

再び飛行機に乗り込む．ほぼ満席状態．青島から西安

までは国内線となる．17時45分離陸．腕時計の針を現

地時刻に合わせる．青島一西安間1200km，1時間30

分の飛行時間との機内アナウンス．たどたどしい日本

語，テープを流しているのであろうか．座席は左側の

窓側，だがすぐに下は見えなくなる．厚い雲の中を飛

び，15分ほどで雲の上．離陸35分を過ぎて上に青空が

広がり，しばらくはやや安定した飛行．その頃から，

ジャポニカ米の機内食．中国人は奇数を嫌い，偶数を

喜ぶが，爪楊枝まで2本入っていた．ついでに，中国

への土産は，ひとつではなく同じ物をふたつ持参する

こと．19時18分西安威陽空港に着陸する．空港は，西

安市の北西約40kmの所に位置する．着陸前の機内放

送，地上温度24℃，天候晴れと聞いたと思うが，実際

は雨．それもやや激しい降り．青島一西安間，前線の

影響からか雲の中，間，上を飛び，機体は絶えず小刻

みに揺れた。

　パスポート検査，税関検査を簡単に済ませ，19時40

分空港ターミナルビルを出る．水土保持研究所の馬永

清教授と楊さんの出迎えを受ける．馬教授は40歳，学

術交流協定締結の水土保持研究所側の責任者であり，

今回の訪問の身許引受人である．楊さんは，訪間中，

やや強行軍のスケジュールながら，安全第一の運転で

我々を楽しませてくれた．ふたりには，それぞれに感

謝のみである．外国訪問において，相手側の的確な人

選は，それが成功裏に終わるかどうかの大きなカギに

なる．荷物を車に積み，それぞれに乗り込んで，空港

を後にする．南に走り，20時丁度に成陽市（Xianyang

City）に入る．成陽と聞いてやや感激．成陽は秦の

都があった所，始皇帝の夢の跡，まさかそこに来るこ

とができようとは．成陽市の蕩枝湾大酒店で夕食．1

時間程飲食歓談．21時に大酒店を出て西に向かい，一

路楊凌を目指す．水土保持研究所は楊凌に位置する，

楊凌まで約60km．片側2車線の道路が走る．中国に

行く度に驚くのは，交通インフラの整備である．しか

し，道路の両側は漆黒の闇．遠くにも明かりは見えな

い．22時15分楊凌に到着．楊凌での泊まりは楊凌国際

会展中心酒店（Yangling　Intemational　Conven－

tion＆Exhibition　Hote1）．10階建ての大きくて，

見かけは立派なホテルであるが，内部の設備はやや雑．

荷物を10階の部屋に置いて再び1階に戻る．ホテル内

の喫茶店で話し込み，部屋に戻ったのは24時を過ぎて

いた．それから，調印式での挨拶を手持ちの広告用紙

の裏に作文する．

3．調 口E 式

　8月9日土曜日，6時半に起床．シャワーを浴び，

テレビを見ながら荷物を纏める．外は今日も雨のよう

である．雨季の到来，滞在中は曇りか小雨の天気であっ

た．1週間程前までは晴れの日が続いて暑かったよう

で，我々が雨と凌ぎ易さを運んできたとは馬教授の言

葉．しかし，降り過ぎて，所によっては洪水による被

害が出ていると聞く．盤ならぬは，人の心と雨の降り

方．帰国後の8月下旬，陳西省は，滑河（Wei　He）

流域の宝鶏（Baoji）を中心に21人の死者を出す洪水

被害に見舞われた．午前中の雨，昼前には上がる．7

時半に1階に集合して，ホテルのレストランで朝食．

バイキングスタイルの中華料理，炭水化物とビタミン

ばかりで，蛋白質が少ない．中国，今はどこの街のど

のホテルでも，料理の中味は違っても朝食はバイキン

グスタイルである．因に，吉林省延邊朝鮮族自治州龍

井市（Longjing　City，Yanbian　Chaoxianzu
Autonomous　District，Jilin　Province）で，延邊

大學農學院（The　Agricultural　College，Yanbian

University）を訪問した時に宿泊した梨花賓館，
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1998年9月の時は，女性従業員が注文した料理を厨房

から運んできてくれたが，1年後の1999年8月にはバ

イキングスタイルに変わっていた．

　荷物を積み，9時に楊さんの運転でホテルを出る．

その前，早めにロビーに集合し，お土産の確認と中国

元への両替．ただ，帰国の日に西安威陽空港で土産を

買う以外，元を使うことはなかった．ダウンタウンを

通って，10分足らずで水土保持研究所に到着．調印式

まで少し間があったので，人工降雨施設を見学し，馬

教授の研究室を案内してもらう．大型の人工降雨装置，

水土保持研究所のパンフレットによれば，1260m2の

有効降雨面積をもち，室内の装置としては世界第2位

だそうである．雨滴の落下高さは16m．降雨強度は，

15mm　h－1と350mm　h－1の間で4段階に変えられる．

試しに雨を降らせてもらったが，凄じい迫力で，黄土

が勢いよく流れ出た．馬教授は植物のアレロパシー作

用を研究の主題とし，アレロパシー物質を抽出中のと

ころを見せてもらい，指導する学生の紹介を受ける．

　李鋭（Li　Rui）水土保持研究所長の西安市からの

到着を待って（訪問時，水土保持研究所は夏季休暇中

であった），10時から，建物内の会議室で調印式．調

印式には，九州大学から，江頭和彦教授（大学院農学

研究院長），小川滋教授（農学部附属演習林長），大槻

恭一助教授（農学部附属演習林調査室長），大平紘子

事務官（農学部事務部）の4人，水土保持研究所から，

李鋭所長，陳改学（Chin　Gaixue）党副書記，劉国

彬副所長（安塞水土保持総合試験場長），馬永清教授

（固原生態試験場長）の他，各試験場長及び事務担当

者10名近くが出席．調印式は，水土保持研究所関係者

の司会で進行する．先ず，水土保持研究所側の出席者

が紹介され，その後九州大学側の出席者を紹介する．

出席者の紹介は中国と日本語で行われ，馬教授がそれ

ぞれ日本語と中国語に通訳する．続いて，昨晩作った

メモを読み上げながら，九州大学大学院農学研究院等

の紹介を5分程行い，劉国彬副所長が，パワーポイン

トを使ってやや長めに，水土保持研究所の組織，研究

活動等を紹介する．両機関の紹介は，英語で，通訳無

しで行われる．終わって，両機関の代表が，中国語と

日本語で作成された学術交流協定書に調印する（中国

の教育研究機関との交流協定締結では，中国語と日本

語で作成された文書が等しく正文とされる）．万年筆

を持たず，小川教授から借用．李所長と握手をして協

定文書を交換し，持参した土産を手渡し，又先方から

いただき，ワインで乾杯し，記念撮影をして，調印式

は無事終了する．終了したのは10時45分であった．

　調印式は2度目．最初は，2001年6月18日，ヴィエ

トナム（越南）国ハノイ市，「ハノイ農業大学強化計

画」運営指導調査（中間評価）のメモランダムに，調

査団長としてサイン．手が震えて，まともにサインで

きなかったのを覚えている．学術交流協定書の調印は，

今回水土保持研究所での調印が初めて．日本語でのサ

インであり，やや落ち着いてできたと思う．

4．水土保持研究所

　中国科学院水利部水土保持研究所は，中国科学院

（Chinese　Academy　of　Sciences）と水利部（Min－

istry　of　Water　Resources）の共同研究所としての

機能を有し，西北農林科技大学を構成する教育機関と

しての役割も果たす．その沿革と研究教育概要につい

て，九州大学での学術交流協定締結の提案の際に作成

された同研究所の概要から抜粋して記述する．水土保

持研究所は，1956年中国科学院西北農業生物研究所と

して設立された．1958年同西北生物土壌研究所，1964

年同西北水土保持生物土壌研究所，1979年同西北水土

保持研究所，1988年中国科学院水利部西北水土保持研

究所と，数度の改組を経て，1995年に現在の中国科学

院水利部水土保持研究所となった．1999年には，水土

保持研究所と他の6機関を統合して西北農林科技大学

が設立された．同じく1999年，水土保持研究所は中国

科学院の知識革新単位として認められ，西部大開発を

持続的に推進するための，水土保全・生態系修復の科

学技術を担う最重要拠点として重みを増す．

　水土保持研究所の職員総数は214名，内170名が研究

者で，研究者の46％が博士，15％が修士の学位を有す

る．研究組織は（1）科研機構，（2）支援機構，（3）

管理機構から成り，科研機構は1）黄土高原土壌侵食・

乾燥地農業国家重点実験室，2）流域生態・管理研究

室，3）区域水土保持・環境研究室，4）工程技術研

究部の4研究室から構成される．流域生態・管理研究

室は，①安塞水土保持総合試験場，②長武黄土高原

農業生態試験場，③固原生態試験場の3試験場を有す

る．安塞（An’sai）の水土保持総合試験場と長武

（Chuangwu）の黄土高原農業生態試験場は，既に国

際長期生態研究サイトとして認定されている．教育組

織は大学院（修士・博士課程）であり，土壌学，生態

学，水土保持，荒漠化防治の4コースから成り，ポス

トドクターとして農業資源利用コースが設置されてい

る．大学院指導教官は約40名である．このように，水

土保持研究所は黄土高原をその範疇に置き，中国にお

ける水土保全及び生態系修復に関する教育研究・科学
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技術において占める比重は大きく，同研究所との学術

交流協定締結は，九州大学及び大学院農学研究院のア

ジア志向と研究パートナーシップ構築に符合する．

5．固 原 へ

　調印式を終え，10時55分固原県へ向けて水土保持研

究所を出発する．同乗は，馬教授，運転手の楊さん，

日本側4人に，馬教授の博士及び修士課程の院生4人

の総勢10人．固原県は寧夏回族自治区の南部，黄土高

原の中心地に位置し，楊凌からは北西400kmの距離

にある．水土保持研究所を出て，道路の両側は農地．

作物はこの時期玉蜀黍．小麦は収穫を終えている．玉

蜀黍は専ら豚の餌と聞く．所々に梨園が見える．地形

はなだらかな起伏．農家は煉瓦造りの2階建て．新築

中の家も見える．中国の大地を走るこの快感．小さな

街を幾つか抜け，12時5分乾県の県城に到着．乾県に

は乾陵（唐の第3代皇帝高宗李治と中国史上唯一の女

帝則天武后の陵墓）がある．乾県城の裕華賓館（乾陵

大酒店のチェーン店のひとつ）で昼食．院生4人は別

卓での昼食となる．帰国後の地図によれば，楊凌から

乾県までは北東に走り，乾県を過ぎて北上，長武県の

手前の彬県からほぼ北西に走る．乾県の県城を過ぎた

頃から本格的に黄土高原に入ったと思われ，起伏が激

しくなる．谷は深く切り刻まれる．農家の造りが貧弱

になる．窯洞（ヤオトン，黄土層に掘られた横穴式住

居）が黄土の丘の壁に見える．扉は無く，今はもう使

われていないのであろう。道路沿いに，一定の距離を

置いて西瓜が売られる．日本でもよく見られるドライ

ブ光景．14時30分長武県の県城に入り，40分に出る．

長武県には長武黄土高原農業生態試験場があるが素通

り．先はまだまだ長い．

　長武県城を過ぎ，しばらくして甘粛省に入る．甘粛

省の省会（省都）は蘭州市（Lanzhou　City）．甘粛

省は東西に細長く，武威（Wuwei），張抜（Zhangye），

酒泉（Jiuquan）など河西回廊の諸都市を含んで西

は敦煙（Dunhuang）にまで至り，青藏，内蒙古，

黄土の三大高原に跨る．甘粛省に入り，先ずは黄土丘

陵の写真を撮る（図2，3）．ついでにトイレ休憩．甘

粛省に入って黄土丘陵の起伏が一段とひどくなり，黄

土の丘の基部には廃嘘となった客洞の列．浬川県

（Jingchuan　County）に入る．固原に向かって道路

の右側を流れる川は浬河（Jingchuan　He）．涯河は

淡黄色に濁り，南東に向かって流れる．車の進行方向

右側に座り，浬河と河川敷を見ている．河川敷は耕地

として利用され，長方形の畑に玉蜀黍，馬鈴薯，豆類

が植えられ，梨も栽培される．道路に沿って立てられ

た村名を表す看板が，次々と後ろに過ぎていく．地す

べり崩壊の跡を，黄土の丘の至る所に見る．15時50分

やや大きな街に入る．後で平涼市（Pingliang　City）

とわかる．平涼市は寧夏回族自治区との境界に近く，

清真の文字と羊肉の看板，イスラム教徒の白い帽子が

目に付き始める．「清真」は，中国では「イスラム」

を表す．イスラム教を信奉する人々は「回族」と呼ば

れ，イスラム教のモスクは「清真寺」と呼ばれる．食

習慣の違いから，回族の食堂と漢族の食堂は，店の表

の看板に記して区別される．女性も男性と同じように

白い帽子をかぶり，中近東諸国のようにヘジャブで顔

を覆うことはない．大きな火力発電所（図4）を見る．

　16時前から青空がのぞき，陽が差してくる．川（浬

河あるいはその支流）（図5）を越えて，16時20分平

涼市街を出る．川，水量は少なく赤褐色に濁る．16時

45分頃寧夏回族自治区に入ったと思われる．寧夏回族

自治区に入って，黄土丘陵を写真に1枚（図6）．地

すべり崩壊跡と河岸段丘を見る．農家の造りが一段と

貧しくなる．寧夏回族自治区は南北に長く，西部を黄

河（Huang　He）が貰流し，南東部は黄土高原に位

置する．区府（区都）は銀川市（Yinchuan　City），

その昔の西夏の都である．西夏（1038～1227）は李元

昊によって建国されたチベット系タングート族の国で

あり，興慶府（現在の銀川市南東部）を都とした．井

上靖の小説「敦煙」には，敦煙莫高窟の第17窟から

1900年に発見された「敦煙文書」が，西夏の敦煙侵攻

から守るために，主人公らによってこの窟に隠される

場面が描かれる．

　寧夏回族自治区に入り，固原をもうすぐにして，大

渋滞に巻き込まれる．何の前触れもなく突如として起

こるのが中国である．インフラ整備が進む一方で，依

然として混沌が残る国である．峠を登る上の方まで車

列が続き，先の方は隠れて見えない．それが全く動か

ない．時折警察の車が走って行くが，目に見える形の

効果にはつながらない．時々思い出したように，1台

あるいは数台車が山を下って走って来る．だが，我々

の登る方は寸分も動く気配がない．農家の前の道路に

即席の売店ができ，台の上に瓜，桃，即席ラーメンが

売られる．仕方なく車から降りて，畑や農家を写真に

撮り（図7～9），ロ合密（ハミ）瓜（？）で喉を潤す．

話によれば，昨日（8日）の夜の11時頃に交通事故が

起こり，それ以来渋滞とのこと．俄かには信じ難い話

である．「固原がこげん遠いとは」とひとり眩き，や

や絶望的になってくる．しかし，固原への強い思いを，
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天は見捨ててはいなかった．幸運はまだ待っていてく

れた．17時頃から2時間弱待って，19時頃やっと動き

出す．もう30分も動かなかったなら，諦めて，固原を

前にして引き返していたところであった．一旦動き出

すと，比較的スムーズに走って行く．峠の頂上でトラッ

クが横転し，前部が大破，荷物の吟密瓜（？）が道路

に散乱していた．気持に余裕が戻る．だが外は暗くな

り，先が案じられる．周りが段々と見えにくくなる．

農家に灯かりが見えない．あっても裸電球が部屋にひ

とつ下がっているだけ．蛍光灯は極めて少ない．

　20時20分頃，充分に暗くなってやっと固原の街に入

る．街に入っても，暗闇が当たりを包む．電力事情の

厳しさがうかがえる．街の中心部も相当に暗い．前回

泊まった中銀大酒店の前を通り過ぎる．20時55分レス

トランに到着．待っているからと急がされて，レスト

ランの名前は記録を忘れる．レストランでは，固原県

の党書記，副知事，事務官，それにもうひとり県の関

係者が，首を長くして待っていてくれた．馬教授，楊

さん，我々4人の10人が卓を囲んでの歓迎宴席となる．

挨拶をして乾杯を繰り返す．食が進み，一通り乾杯が

終わったところで，初体験のさいころ（奏子）ゲーム．

そのルールの基本は充分には理解できなかったが，ぞ

ろ目が鬼門で，ふたつのさいころを振って同じ目が出

ると，飲んだり飲ませたり，又飲まされたり．50度近

い酒を生で飲む．小さな杯ながら，重ねると体に効い

てくる．歓迎される身ではあるが，自分が飲まなくて

も済むようにと祈りながらさいころを振る．中国や越

南に行く時は，誰かひとり酒の強い人を連れて行き，

その人に全てを任せるのを常とするが，このさいころ

ゲームでは逃げようがない．解放されてホテルに着い

たのは22時45分であった．ホテルは固原郵電賓館

（The　Post　Hotel　of　Guyuan）．

6．再びの固原
　固原は，シルクロード北ルートの要衝の地として歴

史上古い街であり，その北部を秦代の長城が通る．固

原は2度目の訪間．前回の訪問は丁度5年前の1998年

6月で，その時の経験は，「地すべりと砂漠化一中国，

黄土高原と敦煙見聞記一」として，日本土壌肥料学雑

誌に掲載されている（江頭ら，1999）．前回は，銀川一

固原間380km（今回見た道路標識では333kmと書か

れていた）を南下し，中銀大酒店に2泊して，北京林

業大学水土保持学院と琉球大学農学部の「黄土高原の

重力侵食に関する中日共同研究」に加わり，二道盆地

すべり（固原県，1989年8月発生）と廟湾地すべり

（彰陽県，1996年7月発生；1949年以来寧夏回族自治

区で発生した最大規模の地すべり）の現地調査に参加

した．黄土高原の総合治理対策モデル試験地（西吉県）

を見学し，蘭州市に1泊して敦焼に飛んだ．大きな印

象を残しながら，固原を訪れることはもうないだろう

と思っていただけに，今回再び来ることができたのは，

黄土高原への思いに対する神様の思し召しというほか

はない．

　前報（江頭ら，1999）から抜粋して，固原と黄土高

原について記述する．固原県の県城は標高1500m，周

りを山に囲まれる．陽射しは強いが，吹き下ろしの風

は強く，ひんやりとしている．固原県を中心とした固

原地区は中国でも有数の貧困地帯で，貧困地帯に共通

した旧革命区，少数民族区，辺彊区，地震区，苦水区

という特徴をもつ．平均収入は現在（1998年）でも

500元／人（1982年は50元／人）にすぎない．黄土高原

は黄河の中流域に位置し，総面積63万km2，世界最大

の高原である．西は日月山から東は太行山に達し，北

は陰山，南は秦嶺に接し，青海，甘粛，寧夏，内蒙古，

陳西，山西，河南の7省（自治区）に跨る．黄河文明

発祥の地であり，古くから自然的・人為的要因により

生態環境が破壊されてきた．加えて，近年旱越や飛砂，

土砂流出などの災害が頻発している．黄土高原の砂漠

化面積は20．7万km2に達する．黄河流域の土砂流出面

積は45万km2に達し，年間約16億Mgの土砂が黄河

に流入，下流の1億人々の生活・生産活動を脅かす．

そのため，生態系農林業を基盤として，水土保全・生

態系修復を核とした対策が総合的に進められる．それ

を学術的に支えるのが，水土保持研究所であり，北京

林業大学水土保持学院である．

7．黄土高原一固原生態試験場

　8月10日は日曜日．6時半に起床．昨夜のさいころ

ゲームの酒が残る．昨晩の酒は金六盤．微温いシャワー

を浴びる．外は曇り空．7時30分過ぎにホテルのロビー

に集まり，併設のレストランで朝食．固原に在る水土

保持研究所傘下の試験場・試験地関係者も同席する．

彼らは，本日の調査に同行し，案内してくれることに

なる．食事を共にするのは，前回の時もそうであった．

外は小雨になっていた．朝食は，中華スタイルのバイ

キング．高梁の粥と花巻と漬物的野菜にゆで卵を食し，

コーヒーを飲む．朝食の内容は，前回5年前とほぼ同

じ（江頭ら，1999）．8時過ぎに，2台の車に分乗して

ホテルを出る．日曜日の朝，街全体がひっそりとして

いる．イスラムの国では金曜日が休日だが，中国では，
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確かめはしなかったが，回族と難も金曜日ではなく日

曜日が休日なのであろう．動いているのはトラックだ

け．今回の訪問ではよくトラックを見た．経済の活性

化と物流の拡大の比例を思う．しかし，交通事故もよ

く見た．あちこちでトラックが横転していた．

　程なくして固原生態試験場（靖）（Guyuan　Eco1－

ogy　Experimental　Station）に到着．固原生態試

験場は，1998年の訪問時に貰っていたパンフレットに

よれば，固原県西郊郷（Xijiao　Town）大塗村

（Dabu　Village），県城から3kmの所に在る（但し，

パンフレットには，靖杜として固原県大明城の記載も

あり，俗称なのかあるいはその頃地名の名称変更があっ

たのか）．固原生態試験場は，1979年水土保持研究所

の黄土高原梁状（Ridge－shaped）丘陵区の野外生態

試験場として設置された．1996年寧夏回族自治区が試

験場の試験研究・管理運営に正式に関与するようにな

り，それ以来水土保持研究所と寧夏回族自治区との二

重管理となる．因に，副場長の程積民（Cheng
Jimin）さんは，固原生態試験場副場長と合わせて固

原県副知事の肩書きを持つ．1998年訪問時のパンフレッ

トでは，程副場長は場長（姑長）として記載されてい

るが，2002年馬教授が新たに試験場長に任命された．

固原生態試験場には，前回の1998年の時，二道盆地す

べりの現地調査への途中に立ち寄った．その時も，程

副場長が場内を案内してくれたと思う．微かに面影が

残る．ただその時は，話を聞くよりも，試験場の建物

の向こうに見える黄土丘陵に心が奪われていた．固原

県の気象条件は，パンフレットによれば，年平均気温

6．2℃（7月18．9℃，1月一8．3℃；これまでの最高記

録は34．6℃，最低記録は一28．1℃）．年降水量は472

mm．年間日照時間は2518時間で，無霜期間は152日．

ついでに，地下水深は150～200m．

　固原生態試験場では，程副場長による説明を，馬教

授の通訳を通して聞く．程副場長の説明による固原生

態試験場の試験研究は牧草に集中し，その主な活動は

次のようであった．

①牧草の選抜試験

　300種の牧草を栽培試験して，固原の気候に適合す

　る15種を選抜した．選抜は，発芽率，生長率，春季

　の生育量に基づく．選抜した牧草品種を場内の圃場

　で栽培する．

②牧草の生育と土壌水分の関係調査

　土壌のコアサンプルを採取し，含水比を測定する．

　測定は年3回で，1年生牧草の場合は3月，7月と

　9月．

③牧草の施肥試験

　施肥試験の具体的な内容説明はなかったように思う．

　程副場長の説明を聞いて，場内で栽培されている豆

　科と禾本科の牧草（図10，11）を連なって見て回る．

　見終わって程副場長の著作物を貰い，固原生態試験

　姑の立看板の掛かる門の所で記念撮影．

8．黄土高原一Dedego試験地

　8時50分に固原生態試験場を出て，黄土丘陵を登り，

9時10分に流域試験地に到着する．案内は程副場長で，

彼の乗る車は紅旗である．流域試験地は面積25km2

で，Dedego試験地と呼称される（図12）．「de」の

漢字は，上に「最」を書いて下に「宜」を書く．「go」

の漢字は「淘」と書き，英語での「Valley」に相当

し，地形的に周囲より低くなっている場所を指す．

Dedego試験地は，固原生態試験場に関連する試験地

と思われる．しかし，どのように関連するのか，ある

いは単に固原県に在る流域試験地としての案内なのか

（今に考えれば水利部の管轄下にあることが思量され

るが），そのことの確認はしていない．こちらから聞

かない限り，名称も含めその種の説明がないことは，

アジアモンスーン諸国での現地調査に共通するが，い

つも少なからず不満の残るところである．

　Dedego流域試験地は森林と草地から成り，森林が

主である．高木は落叶松（カラマッ）の人工林，灌木

は天然林である．流域には600種の植物があり，被覆

率は90％に達する．Dedego流域試験地には，2001年

国家プロジェクトとして10基の斜面ライシメータが設

置される．即ち，森林2箇所，灌木1箇所，草地1箇

所，裸地1箇所を選定し，各箇所に2基の斜面ライシ

メータを設置する．森林の2箇所は樹種が異なる．ひ

とつの斜面ライシメータの大きさは幅10m，長さ20m，

面積200m2であり，いずれか確認はできなかったが，

灌木あるいは草地のライシメータを遠くに見る（図13）．

北京林業科学院の博士課程院生2人が試験地に常駐し，

斜面ライシメータを使って水土流出量を測定している．

彼らに紹介される．北京林業科学院の院生が測定を担

当していることよりすれば，Dedego試験地は，固原

生態試験場と試験研究上のつながりはあるとしても，

管理上は別の国家機関の試験地なのかもしれない．あ

るいは，確固とした所属機関はなく，国家共有の試験

地として共同利用されているのかもしれない．いずれ

にせよ，どこの機関の所属かなどは日本人の細かなこ

だわりであって（あるいは私だけかもしれないが），

中国の人々にとっては些細なことなのであろう．要は
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いかにして成果を出すかである．そのために，その試

験研究に最適の人を配することである．そのように考

えながら斜面を登り，落叶松林の斜面ライシメータを

見学する（図14）．Dedego試験地では，雨量計（自

動雨量計と貯留式雨量計）が斜面ライシメータとは別

の場所に設置され，渓流に2001年設置された水門（図

15）を見る．観測施設・体制が着々と整備されていく．

　Dedego流域試験地では，川は土砂で埋まり（図16），

河岸は段丘を成していた（図17）．黄土層が流れ去り，

その下の頁岩層が表層に出ていた．黄土高原の黄土丘

陵では，黄土層の下には水成の堆積物・堆積岩が存在

する．黄土層は第四紀の風成層で，ユーラシア大陸内

部の乾燥・半乾燥地から風で運ばれてきて，水成堆積

物・堆積岩を覆うように堆積したものである．このこ

とは，前回の調査でも確認している（江頭ら，1999）．

黄土層の厚さは記録していないが，10m前後ではな

かったかと記憶している．10時前Dedego流域試験

地を離れる．もうひとつの流域試験地はここから60

km離れており，今回は敬遠する．固原県城に戻る途

中，土地利用を見る．一筆の畑は長方形で，馬鈴薯，

亜麻が栽培される（図18，19）．台地と台地の問に大

地の亀裂が見える．植え付けの無いのは，小麦の収穫

跡であろうか．我々が車から降りて写真を撮っている

ところへ，遅れて下りてきていた程副場長の紅旗が通

りかかり，気が付いて手を振り，別れの挨拶をする．

別の畑では，車の中から禾本科の作物（高梁？）を見

る．農家は土壁に囲まれ，その中に住家．住家の壁は

土壁から煉瓦造りへと移行する．中国の経済発展を，

黄土高原の農家の壁に見る．10時15分固原生態試験場

の前を過ぎる．先に下ってきていた程副場長が門の前

で待っていてくれ，再び手を振って感謝と別れの挨拶

をする．

9．黄土高原一河川試験地

　10時35分固原の街を出る．水土保持研究所傘下の，

馬教授が所長を勤めるもうひとつの試験地である河川

試験地を訪ねる．固原県城と河川試験地の間の眺めは

実にすばらしかった．黄土高原が凝縮されていた．度々

車を停めてもらい，降りて，走り回り，カメラに収め

たが，それでも，何故あそこで車を停めてもらわなかっ

たのだろうかと，今でも悔やんでいる．固原県城（図

20）を眼下に見て，退耕還林されつつある階段畑（図

21）を見る．典型的黄土丘陵区（図22，23）には何度

も感嘆の声を上げ，台地上の農家と客洞の廃嘘（図24，

25）に見入る．図21の階段畑は，馬教授の話では退耕

還林されて2年目とのこと．黄土丘陵の階段畑には，

パイピングによる穴が土層深く形成される．1998年の

彰陽県廟湾地すべりの現地調査で，地すべりによる崩

壊を免れた階段畑で，直径3m位までの大小の穴

（図26）を見て，最初はどうしてできたのだろうかと

不思議に思った．一旦見ると，その後パイピングによ

る穴を，車で走りながらあちこちの畑に見ることがで

きた．パイピングによる穴が大きくなると，耕作を放

棄せざるを得なくなり，又地下水食を起こして，地す

べり発生の一因となる（江頭ら，1999）．しかし，馬

教授の話によると，退耕還林に伴い，畑からパイピン

グによる穴が消えるとのこと．何故，どのようにして

消えるのかは不明だが，生態系農林業の推進に向けて，

農民に対する説得材料のひとつにはなるであろう．つ

いでに，1998年の固原県での黄土丘陵的写真（図27）

を1枚．

　回り灯篭のように移り変わる黄土丘陵の眺めを脳裏

に焼き付けながら，河川試験地に到着．行政的には固

原県に所在し，試験地として約20年の歴史を持つ．副

所長は趙世佛さん．河川試験地の海抜は1504～1950m，

年平均気温7℃，年降水量は450mm．河川試験地は

202km2と広大な面積を有し，研究よりも農家への応

用，即ち，生態学に立脚して，農家へ適用できる農業

技術の開発と，開発された農業技術の試験地内農家へ

の普及・定着を活動の目的とすると聞く．Dedego流

域試験地の斜面ライシメータ設置にも見るように，中

国における生態学研究や生態系農林畜産業への力の入

れよう，特に21世紀に入ってからの傾倒は驚きに値す

る．因に，国際的に認定された長期生態研究サイトが

中国全土に合計29有り，モンゴル，韓国，台湾にも，

数はわずかながら設置されている．日本は残念ながら

零．日本初の認定に向けて，附属演習林スタッフによ

る御手洗水流域の環境整備とデータ集積が進む．「理

念と生活」，理念だけでは生きて（生存）いけず，理

念がなければ生きて（存在）いけない．「明日の理念

より今日の生活」に傾きがちな昨今の世界的風潮の中

で，中国のいき方に「今日の生活より明日の理念」の

意気込みを感じる．

　上黄一河川科研基点と書かれた3階建ての建物に案

内される．1年前に建てられたとのこと．会議室，展

示室等の他，宿泊施設も有り，固原生態試験場の施設

よりはるかに立派である．李壁成（Li　Bicheng）さ

んが応対してくれる．李さんは試験区のプロジェクト

リーダーを務め，中国国家副主席が寧夏回族自治区で

訪ねた17人の教授の1人である（訪ねた副主席が誰で，
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図18　Dedego流域試験地一固原県城問，土地利用（1）． 図19　Dedego流域試験地一固原県城間，土地利用（2）．

遡
…

．＿、離講

図20　固原県城一河川試験地間，固原県城の眺め． 図21　固原県城一河川試験地間，退耕還林されつつ

　　　ある階段畑．

図22　固原県城一河川試験地間，典型的黄土丘陵区（1）． 図23　固原県城一河川試験地間，典型的黄土丘陵区（2）．

図24　固原県城一河川試験地間，台地上の農家． 図25　固原県城一河川試験地間，客洞の廃櫨．
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時期はいつだったかなどは聞けず）．李研究員ははる

かに年長に見え（後で，私より2週間若いことが判る），

我々が野外巡検用のラフな服装であったのに対し，スー

ツにネクタイ姿で応対してくれる．真摯な人柄がうか

がえ，申し訳ない気持で一杯だった．上司の馬教授の

案内による我々外国人の来訪は，李さんにとっても，

試験地にとってもひとつのイヴェントであったと思わ

れる．尚，上黄試験地は面積7．6km2で，地形調査が

終わり，試験地のCG化が完成していた．

　1998年訪問時の固原生態試験場のパンフレットでは，

程積民さんが同場の場長，李壁成さんが副場長で，専

門はそれぞれ植物生態，自然地理と記述されている．

それが今は，若い馬教授が場長に任命され，程さんは

固原生態試験場の副場長に，李さんは河川試験地の研

究員に見かけ上は降格されている．河川試験地副所長

の趙世佛さんも，李壁成さんよりはるかに若い．人間

関係では長幼の序があるとしても，仕事の上でものを

言うのは実績，着実に成果を出すことが真に求められ

る．名よりも実を取り，年功序列に囚われぬ能力主義

の，少し言わせてもらえればなりふり構わぬ中国科学

技術の一端を垣間見た思い．学問の進歩と国家方針の

進化への組織的対応の狭間で，若い世代の抜擢と苦悩

する文化大革命世代を思う．

　李研究員の説明によれば，南部寧夏における農業／

農村開発上の3つの問題点は，旱魅，生産が低いこと

と，貧困である．3階の展示室で，河川試験地で開発

された農業技術を，写真と説明文で表されたポスター

を見ながら説明を受ける．馬教授の通訳を通しての説

明であるが，ついついポスターの説明文から判断する．

中国語での記述であり，勿論読めないが，書いてある

ことの半分位は理解できる．開発され，普及された農

業技術とその概要は次のようである．

①冬麦改制と早作農業増産技術

　小麦を春小麦から冬小麦に変え，収量が1ton

　（Mg）／haから1．5～2ton／haに増大する．最大収

　量は4．5ton／ha．馬鈴薯，玉蜀黍を対象に，天水依

　存農業下の増産技術を試験する．

②高効庭園経済模式と建造技術

　対象作物は杏，梨，ピーマン，亜麻，葡萄．農業技

　術はミストスプリンクラー灌概，間作，マルチング．

③大面積灌草建設と牧業発展技術

　牧草の灌水栽培と，羊の改良種の導入．

④総合治理模式と科学技術培訓

　勾配が15度以上の所は荒山緑化，勾配が15度以下の

　所はテラス農地，平坦地は集約化する．

固原生態試験場との結び付きを考えると，固原生態試

験場で開発された農業技術，選抜された品種を，河川

試験地で普及用の栽培技術に修正し，農家へ移転して

いるのであろうか．

　説明を聞き，試験地内の農家と窟洞の廃塘（図28）

を廊下から写真に撮り，上黄試験地のCGを見て，

建物の外へ出る．建物をバックに全員並んで記念写真

を撮り，李研究員らの案内で試験地内の農家を訪間，

見学する．1軒目の農家では，ピーマンと梨が長列状

に間作，栽培されていた．無化学肥料，無農薬で栽培

し，有機質資材（牛糞）を施用するのみと聞く．灌概

も無し．2軒目に訪問した農家でも，同様にピーマン

と梨が栽培され，梨には畝間灌概が行われていた（図

29）．試験地内の農民は，ピーマン（図30）栽培で3

万元／haの収入を上げるとのこと．2軒目の農家は牛

を飼い，園芸と畜産の連携を図っていた．

　2軒目の農家で，外庭に，小麦の麦桿が穂を着けた

まま積み上げられていた（図31）．この状態で乾燥さ

せ，脱穀するとのこと．壁の外に，最近新築されたと

思われる牛舎が建っていた．許可を得て土壁の門を潜

り，敷地の中に入る．快く許してもらう．中庭には梨

の木が1本あり，部屋は独立した棟でひと間．それが

数棟ある．台所棟（図32）には，竈，水甕，食器類，

調理台など．ただ，奥さんが里帰り中とかで火の気が

感じられない．他は夫婦棟と子供さんの棟と思われ，

部屋の中には共通して，ベッド，台に椅子，飾り棚が

あった．ひとつの棟には大きなバイクが入れられ，日

中の芸能人のポスターが壁に貼り付けられていた．子

供は息子さんなのであろう．日本の芸能人は，大平さ

んの話によれば深田恭子とのこと．中庭や外庭あるい

はその周辺に，井戸の存在に気が付かなかったので，

どこかまで汲みに行くのであろうか。5年前の固原県，

二道盆地すべり調査の時，滑落崖の下に小さな湧水

（泉）があって，そこまで回族の女性がバケッを担い

で水汲みに降りてくるのを見た（江頭ら，1999）．農

民に丁重に礼を言って辞す．近くの道路で，この農家

が飼っている親子の牛が数頭木に繋がれ，こちらを見

ていた（図33）．

10．楊　　凌 へ

　李さんら河川試験地のグループに御礼を述べ，別れ’

の挨拶をして，12時半前に楊凌への帰途に着く．13時

40分昼食のために停車．不覚にも，途中から昼食停車

まで眠り込んでしまった．場所は大湾郷瓦亭村で，依

然として寧夏回族自治区内．清真レストランで羊肉を
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食することになる．レストラン名は記録していないが，

このレストランは，羊に百里香（天然牧草）を食わせ

るため肉に臭みがないことで評判が高く，店内は多く

の客であった．それも，白い帽子が見えなかったこと

から，大半は漢族の客のようであった．最初は煮た羊

肉．それがアルマイト（？）製の皿に，うず高く盛ら

れて出てくる．続いて，汁の無い平麺が丼に入って運

ばれ，それに妙めた羊肉をかけて食す．これは思った

よりもボリュームがあり，珍しく1／3程残す．しかし，

おいしさに負けて，ここでもし全部食べていたら，後

に尾を引いただろうと思う．腹も身の内，進むだけで

なく時には思い止まる勇気である．ビールは西夏暉酒．

昼食を終え，再び走り出してすぐに交通事故の峠を越

える．事故車はそのまま放置されていた．

　寧夏回族自治区に別れを告げ，15時30分甘粛省の平

涼市に入る．楊凌を向いて車の右側の座席に座り，土

地利用を眺める．前の日には見えなかったものが見え

てくる．同じ所を走っても，走る度に新たな発見，そ

れが又楽しみである．平原市，左側は，黄土の丘に続

く河川敷川（浬河）の左岸は河岸段丘になっている．

浬河は寧夏回族自治区最南部に源流し，南東に流れて，

西安市の近くで滑河に注ぐ．清河は東流して，陳西，

山西（Shanxi），河南（Henan）3省の省境の近くで

黄河に合流する．「浬清」という言葉は，浬河は濁り，

清河は清いことから，ものごとの区別の明らかな例え

に使われてきたことを帰国後知る．浬河の河川敷では，

玉蜀黍，馬鈴薯，豆類の栽培（馬鈴薯は前日の9日に

通った時には分からなかったが，その後この当たり一

帯で広く栽培されていることを確認する）．道路の右

側は，各種の建物と農家と畑地の背後に，すぐに黄土

の丘．黄土の丘は所々大きく馴られ，階段畑は一部玉

蜀黍が見える他，退耕還林されつつあるように見る．

玉蜀黍と豆類（大豆？）・馬鈴薯が間作され，豆類・馬

鈴薯は果樹（？）とのアグロフォレストリー．走って

いる車の中から見ており，又老齢による視力の衰えか

ら，観察の細部は定かではなし．農家は，土造りと煉

瓦造りが見え，庭内に向日葵を見る．道路沿いの村の

名前にr淘」の字が付くのが多い．r淘」は，前述の

ように「Valleyjを意味する．行きと帰りの平涼市

で，移動京劇を見る．行きの土曜日は，仮設舞台で演

目が演じられ，100人程の観客．帰りの日曜日は，別

の場所に舞台だけを見る．

　客洞の廃嘘を至る所に見る．ただ極わずかだが，扉

の見える窟洞は，今でもまだ使われているのであろう

か．長武まで37kmの道路標識を過ぎてすぐ，黄土の

壁の基部に横に掘られた窪洞の2つ並んだ入口のひと

つから，偶然にも，やや腰を曲げて，ひとりの老人

（男性）が出て来るのを見る．客洞で生活しているの

であろう．住み心地はいかようであろうか．夏は涼し

く，冬暖かいかもしれない．長年通ったバングラデシュ

で，バングラデシュ農業大学院の在る村の農家を訪ね

た時，土のベッドとその上にござが敷かれていたのを

見たことがある．陳西省に近づき，道路は黄土丘陵の

上を走るようにになる．到られた谷が下に見える，陳

西省に戻り，17時50分長武県の県城に入る．長武県で

も，道路のそばに客洞の廃擁を見る．客洞，かなりの

拡がりがあったようである．

　馬教授の修士課程院生の左腔鵬君とたわいもない話

をして時を過ごす．日本での漢字の読み方に，日本古

来の言葉を当てた読み方と，中国からの漢字の輸入に

伴って伝えられた読み方があるのを話す．コミュニケー

ションの手段は，拙い英語と広告用紙の裏を使っての

筆談．左君から，中国で「三農プロジェクト」が進め

られているのを聞く．「三農」は「農民」（Peasant），

「農村」（VillageニCountryside），「農業」（Agri－

culture）の3つを表し，それぞれ，「農民」は「Steady

increase　of　income」，「農村」は「lmprovement」，

「農業」は「Development　with　technology」を目

指す．「三農プロジェクト」は1980年代から取り組ま

れ，現在の責任者は温家宝副首相である．

　しかし，新聞報道は，「三農プロジェクト」とは裏

腹な中国農民の現状を伝える．本記事を執筆中の2003

年9月20日（土）付け朝日新聞朝刊の「農民を減らせ」

という記事をそのまま引用する．「農民真苦，農村真

窮，農業真危険」．湖北省監利県周河郷の李昌平党書

記が3年前当時の朱鋳基首相に書いた手紙の一節だ．

「13文字」は農村の窮状を示すキーワードとなった．

都市住民と農民の昨年の収入は7703元（1元は約15円）

対2476元．97年から6年間の平均伸び率は都市住民の

8．6％に対して農民は3．8％にとどまり，格差は2．5倍

から3．1倍に広がった．医療・福祉の立ち遅れを含め

ると6倍に達するとされる．中国の貧困基準（年収

625元以下）による極貧層は2800万人に減った．しか

し，世界銀行の基準（1日消費1ドル以下）で計算す

ると2億1500万人に達し，15年の予測でも5300万人の

極貧層が存在する．国内総生産（GDP）に占める農

業の比重は下がる一方だ．90年の27％から01年は15％

に減り，06年には10％を切るとみられる．現状では人

口の3分の2を占める農民の収入増は絶望的だ．2020

年に「小康（ややゆとりある）社会」をめざす中国．
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実現のカギは人口9億の農村だ．「豊かになるには農

民を減らせ」と胡錦涛政権は，2億人に迫る余剰労働

力の削減に乗り出した．出稼ぎを奨励する一方，都市

化を加速させる．

　部分的には「三農プロジェクト」の浸透が見られる

にしても，それが全国に広がらない．広大な国土は両

刃の剣．強みにもなれば，弱点ともなる．求められる

のは，コミューンレベルでの農民・農村・農業の真の

リーダー．長武県城を過ぎて，道路の両側は黄土の丘

となり，道路の左側は浬河と河川敷を挟んでその向こ

うに見え，右側はすぐ横に迫る．黄土の丘は所々深く

刻み込まれ，窟洞の廃壇がある．窓洞，住居としては

もう使われていないにしても，今でも貯蔵庫など多様

な目的に利用されているようである．19時にトイレタ

イム．車を停めた近くに壱鐘（鏡）明があり，走って

見に行く．敦煙莫高窟さながらに，岩壁に穿たれる．

しばらくして，切り刻まれた黄土の山の中を走る。ト

ンネルに入る．このトンネルは長く，上部に取り付け

られたライトの片側のみ点灯されていて，中は暗い．．

その上排気ガスが充満し，運転には要注意だが，そこ

を追い越していくのがいる．今回，楊凌と固原の間，

畑に横転した車（専らトラック）を何台も見た．

　山を抜け，再び丘の上を走る．20時当たりは充分に

暗く，書くのが困難になる．日が暮れて周囲は漆黒の

闇．固原県も暗かったが，乾県も暗い．20時35分乾県

の県城，9日の昼食のレストランに到着．当初の予定

では，楊凌まで戻り，水土保持研究所の主だった人々

と晩餐を共にすることになっていたが，道路交通事情

甚だ厳しく，楊凌への帰着が大幅に遅れることが予測

される事態に鑑み，これをキャンセルして，乾県城の

裕華賓館で夕食を取ることになった次第．楊凌から固

原まで6時間かからないと聞いていたが，道路の混雑

状態は予想以上であった．裕華賓館では，最初院生と

は別の卓であったが，最後の夕食ということで，10人

が同じ卓を囲み，少し狭くなったけれども，愉快に飲

食歓談する．22時にレストランを出て，23時20分楊凌

国際会展中心酒店に帰り着く．微酔でぐっすりと寝込

み，左君に起こされる．8日は10階だったが，10日は

7階の部屋．乾県城夕食のレストランの厨所，日本で

は久しく味わえなくなったアンモニア臭を嗅ぐ．

11．青島空港にて

　8月11日月曜日，朝5時30分目覚し時計の音で危う

く起床．慌しく荷物を纏める．6時35分にホテルを出

る．西安成陽空港までの見送りは，馬教授に運転の楊

さんと，おふたりのお嬢さん．今朝もまた雨である．

本格的な雨季の到来であろう．たぎ，着いた日と出発

の日の雨がやや激しく，中2日は降っても小雨だった

のは幸運であった．高速道路に沿っての小さな川は赤

褐色に濁っている．道路の両側に玉蜀黍の畑が広がる．

恐らくは大豆，馬鈴薯もあろう．しかし，雨滴の着い

た窓ガラスを通しては確認もできず．7時25分成陽市

街に入る．威陽市と西安市の間，幾つかのマウンドを

見る．漢代あるいは唐の時代の古墳であろうか．7時

50分西安成陽空港に到着．馬教授らと別れて待合室に

入り，何がしかの土産を買う．

　中国東方航空MU289便，来た時と同じく中国西北

航空からの借り物．9時47分，定刻（9時40分）より

少し遅れて離陸する．方形の古墳が見える．一筆の耕

地は長方形．農村は集合集落．集落の大きさは様々．

恐らくは人民公社時代の生産隊あるいは生産大隊の名

残であろう．それが点在する．離陸して5分程で溜河

を越える．ゆるく蛇行しながら赤褐色に濁る．「浬泪」

に言う清らかさはなく，雨季にはこの姿なのであろう．

9分程で西安市上空．さすがに大きな街である．しか

し，すぐに雲の下に隠れ見えなくなる．西安一青島間

1100km，1時間40分の飛行時間．青島一西安間より

100km短く，10分長い．機内では，小川教授は大学

評価・学位授与機構の分野別研究評価書の審査に忙し

く，大槻助教授は資料を整理し，大平さんは計算に余

念がない．私は雲を眺めている．西安上空から雲上と

なったが，1時間程で雲が切れ，下界が見える．中国

の悠久の大地を眼下に楽しむ．農村は集合集落．川は

赤褐色に濁る．都市も幾つか過ぎる．時折気流の悪い

所で機体が揺れたが，来た時程ではなく，11時15分青

島空港に着陸．

　その青島空港で一悶着．空港の運営体制の非効率さ

と空港係員の対応の横着さに，小川教授の堪忍袋の緒

が切れる．係員に掴みかからんばかりに激怒し，大平

さんも眉間に雛を寄せる．小川教授の怒りの深さは，

帰国後の福岡空港で，荷物が運ばれてくるまでの間，

日本人地上係員にまで説明を求めた程．事の次第はこ

うである．中国では，2003年の最近になって，アルコー

ルの機内持ち込みを禁止することを国の政策として打

ち出した．勿論，このことの案内は空港内のどこにも

見当たらず，我々もそのことをその時まで知らなかっ

た．この政策を外国人乗客にも適用するならば，何ら

かの手段で知らせるべきであろう．西安成陽空港の免

税店で購入した酒は，西安一青島間の飛行機には，何

のお答めも無しに持ち込めた．ところが青島空港で，
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それも何回も手荷物検査を受けて，出国審査も済んで，

待合室に入る最後のところになって，男の係員が酒は

駄目だと指し，あっちへ持っていけと指図する．何故

駄目なのかの理由がわからない．あるいは言っている

のかもしれないが，言葉が通じない．言葉が通じなけ

れば書いて示せばよいと思うのだが，その親切さがな

い．国際空港なのに何故英語の分かる係員を置かない

のか．何よりも，この係員の高圧的な態度に，私を含

め3人が切れてしまった．声を荒げて押し問答を繰り

返したが，所詮ここは中国．酒の機内持ち込み禁止政

策が出された以上，知らなかったと言い張っても通じ

るはずはなく，大槻助教授に残りの手荷物を見てもら

い，3人で酒だけを旅券審査の外に持ち出し，荷造り

に小川教授が20元を支払い，荷物として預け，福岡空

港まで運ぶ羽目となる．小川教授と大平さんの2人が

荷物として預けることで交渉している間，2人でも3

人揃って行っても効果は同じだろうと考え，いささか

うんざりしてやや疲れていた私は，先に戻って，外に

出る時に取り上げられたパスポートを取り返し，2人

のパスポートが持ち去られないように，パスポートを

持つ男の傍に立って監視していた．

　私の場合，青島空港での酒騒動の伏線にあったのは，

その前西安成陽空港免税店収銀所の女性店員の横柄な

態度．「熱情歓迎」を謳いながら，その実にこりとも

せず，頭も下げず，果ては大声で接客する始末．こち

らもつい感情的になってやり返してしまった．加えて，

空港内での何回もの手荷物，航空券のチェック．両空

港での出来事は，はからずも，表面的には国家として

の大発展を見せながら，中国が依然として人を信用し

ないシステムにあるのを認識させてくれた．

　やや不快な気持を抱きながら，MU289便は12時29

分青島空港を離陸する．時計の針を1時間進め，日本

時刻に合わせる．機内食は，焼そばとパンと菓子と果

物と鶏肉・サラダ．朝食抜きだが量的には充分．朝鮮

半島が見えた頃から雲の上．下が見えた時は海の中道，

3日振りの福岡市街を飛び越し，14時58分ほぼ定刻

（14時50分）に無事福岡空港に着陸する．着陸前，福

岡の地上温度30℃との機内放送．降りて入国審査を受

け，荷物を取り，税関検査を済ませ，空港内のレスト

ランで1時間程解団式．帰りは激しい雨の中となった．

12．おわりに
　青島空港でのことは余分でしたが，馬教授を始め水

土保持研究所の人々は皆親切で，心からの歓迎を受け，

相手側もまた同行のメンバーも良く，固原を再訪して，

黄土高原の雄大さと厳しさを再びこの目で見ることが

でき，愉快で面白く，印象に残る8回目の中国行きと

なりました．紀行文的なものは，前著の「ミャンマー

紀行一アジアヘの誘い一」（江頭，2003）で最後にし

ようと思っていましたが，ついつい又書いてしまいま

した．関係者には「謝々」3です．ただ残念だったのは，

バザールを車窓からしばしば目にしながら，一度も降

りて見て回ることができなかったことです．それと，

街をぶらぶらと見ながら歩き回ることができなかった

ことです．アジアはまさに混沌，そのエネルギーが私

を引きつけてやみません．最後に，長年の経験を基に

国際交流における心構えを上げるならば，次のことが

上げられるかもしれません：①キーパーソンを見つけ，

その人を通して相手側と接触すること；②信頼関係の

醸成に努めること；③常に新しい気持で接し，馴れ合

いに陥らないこと；④相手側に負担と感じさせないこ

と；⑤研究成果が双方にとって有意義であること；⑥

研究成果を目に見える形で残すために可能な限り公表

すること．最後の最後に心残りをふたつほど．小川先

生，青島空港で召し上げられ形の20元を取り戻すと息

巻いておられましたが，果たして首尾よく取り返され

たかどうか，後日談はうかがっておりません．もうひ

とつ，固原県から土産にいただいた古銭セット，西安

成陽空港で，律儀な若い係官に取り上げられ，その後

の交渉も空しく，まだ同空港に保管されているはずで

す．いろんな事の4日間でした．以上です．
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Summary 

We visited the Institute of Soil and Water Conservation. Chinese Academy of Sciences 

and Ministry of Water Resources which is located at Yangling, Shaanxi Province, Peo-

ple's Republic of China, to sign the Agreement of Academic Cooperation with the Insti-

tute of Soil and Water Conservation, as the representatives from the Faculty of 

Agriculture, Kyushu University, during August 8 to 11, 2003. After signing of the 

Agreement on August 9 at the Institute, we surveyed its regional experimental stations 

in Guyuan County, Ningxia Huizu Autonomous Region, situated in the center of Loess 

Plateau. Through field survey in Guyuan County and discussion with members of the 

Institute, we understand the importance of the ecological aspect in the recovery of devas-

tated land in Loess Plateau. The promotion of the cooperative research work with the 

Institute of Soil and Water Conservation is harmony with the Asian-oriented research 

activity in the policy of Kyushu University, and is useful for the encouragement of field-

based environmental sciences in the Faculty of Agriculture. 


