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特別紀行

日越合同ワークショップに参加して

一ハノイ事情とサパ少数民族集落探訪一

　　　　　江頭和彦＊・黒澤　靖1
　　　　　松元　順2・中山正登3
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

　　　　　　（2004年6月30日受付。2004年7月13日受理）

Japan－Vietnam　Joint　Workshop　on　Conservation　of　Soil　and

　　　　Water　in　Agriculture　in　the　Red　River　Basin

　　　　　－The　Present　Situation　of　Ha　Noi　and　Visit　to

　　　　　　　　Hamlets　of　Minorities　in　Sa　Pa一

Kazuhiko　EGAsHIRA＊，Kiyoshi　KuRosAwA1，Jun　MATsuMoTo2
　　　　　　　　　　and　Masato　NAKAYAMA3

　　Laboratory　of　Soil　Science，Division　of　Soil　Science　and　Pla㎝t　Production，

　　　　　Department　of　Plant　Resources，Faculty　of　Agriculture，

　　　　　　　　Kyushu　University，Fukuoka812－8581，Japan

ハ　ノ　イ　ヘ

　ハノイ農業大学での同大学土地資源環境学部との合

同ワークショップ開催と，北部山岳地帯へのエキスカー

ションを目的に，2003年11月2日～9日の日程で，ヴィ

エトナムヘ赴く．ヴィエトナム訪問の一行は，江頭和

彦，木村誠（以上，九州大学大学院農学研究院），濱

砂敬郎（九州大学大学院経済学研究院），黒澤靖（九

州大学熱帯農学研究センター），福留功（九州大学農

学部附属農場），橋本俊二郎（中村学園大学短期大学

部），松元順（鹿児島県農産物加工研究指導センター），

中山正登（日本公文教育研究会リクルート部）の8人．

2002年11月，rハノイ農業大学強化計画」への短期専

門家派遣から帰ってすぐに，合同ワークショップヘの

参加を呼びかけ始めた．当初は倍近い人達が参加の意

向を示してくれていたのだが，赤穂浪士の討ち入りさ

ながら，櫛の歯が欠けるように，ひとり抜けふたり減

りと少なくなっていき，途中から新たな加わりもあり，

最後に残ったのがこの8人．どうしてもヴィエトナム

ヘ行きたいという者だけが残り，多彩な最強のメンバー

となった．

　11月2日10時半，福岡空港国際線の出発ロビーに各

地から集まり，手荷物検査，出国手続きを済ませ，リ

ニューアルなった免税店で，焼酎を主に幾ばくかの土

産を買う．土産の多くは，松元と中山がそれぞれに購

入済み．TG649便はタイ航空と日本航空の共同運航便．

両方のスチュワーデスが乗り，タイ語，英語，日本語

の順に放送が続く．12時10分に福岡空港を離陸．離陸

直後から機体は小刻みに揺れる．TG649，機長の英語

のアナウンスをスチュワーデスの日本語案内で補足

して，飛行高度8，600m，東シナ海，沖縄，台湾，

南シナ海，ヴィエトナム，ラオス上空を通過して，
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午後3時15分（現地時刻）バンコク，ドンムアン

（Don　Muang）国際空港着の予定．バンコク，曇り

で31℃の予報，午後1時過ぎから，機体の揺れが落ち

着くのを待って，機内サービスの開始．赤ワインをも

らい，同行の諸士と乾杯．すき焼きご飯を楽しんだ後，

時計の針を2時間遅らせる．ダナン（Da　Nang；蜆

港）からインドシナ半島に入り，ヴィエトナム，アン

ナン山脈（Annamese　Cordillera）を越え，ラオス

に入る．パクセ（Pakse）付近で見る大河メコンは赤

く濁っていた．午後3時8分ドンムアン国際空港着．

空港での待ち時間の間，免税店を見て回る．しかし，

見るだけに終わり，買いたいと思う物は見つからず．

それに正直高過ぎる．店の数は行く度に増えているが，

その分タイのもつ良さが失われていくように思う．

　TG684便，予定より遅れて午後6時33分，もう充分

に暗くなったドンムアン国際空港をハノイ（Ha　Noi）

へ向けて離陸する．機体はエアバスA300．座席はほ

ぼ満席．離陸前エアコンが効かず，汗を感じる暑さの

中，熱帯へ行く時は携行必需の団扇で煽いで涼をとる．

6時50分に機内食．メインは鶏のカレー．ただ，全般

的に食事の量が少なくなったように思う．機長のアナ

ウンスでは，ノイバイ（Noi　Bai）国際空港着は，予

定より20分遅れの午後7時50分．タイとヴィエトナム

の間に時差はない．ハノイの天候は晴れ，気温27℃．

飛行コースは，機長のアナウンスを聞き，機内冊子の

地図を見て，ウドンタニ（Udon　Thani）からメコン

川を越え，ラオス上空に入り，ヴィエトナム上空をか

すめて再びラオスに入り，ヴィエトナムに入ると推測

午後7時52分ノイバイ国際空港に無事着陸．空港では，

ハイさん（Do　Nguyen　Hai）の出迎えを受ける．迎

えのマイクロバスの運転手はツォン君（Mr．Tuong）．

ツォン君は，「ハノイ農業大学強化計画」が2003年8

月31日に終了して，プロジェクト雇いのドライバーの

職を失い，自分のマイクロバスを持ち，それで商売を

する．ハノイ農大訪問者はいいお得意さんである．

　紅河（Song　Hong；Red　River）にかかるタンロ

ン橋（Cau　Thang　Long；昇龍橋）を渡り，ツーリィ

エム県（Tu　Liem　district）に入る．ツーリィエム

県に大きなスーパーマーケットができていた．ハイさ

んの話では，3ヶ月前にオープンしたとのこと．しか

し，黒澤は，9月に来た時にはまだできていなかった

と思うと話す．ハイさん，スーパーでは「clean　vege－

tables」（清浄野菜）を売るが，自分は市内のバザー

ルで売られるrdirty　vegetables」（土のついた野菜）

を好むと話す．市場経済化の進展に伴って経済水準が

向上し，スーパーマーケットを開店しても，そこで買

物ができる購買層が増えてきている．商売人あるいは

外資系の会社で働く人々がその中心であろう．しかし，

外国人の身勝手さかもしれないが，その分ハノイの情

緒は消えていく．ハイさんに案内された市内の庶民的

食堂で，ビールを飲み，フォーガー（Pho　Ga；鶏肉

入り米細麺うどん）を食べ，ホテルに落ち着く．ホテ

ルはハノイホテル（Hanoi　hotel；河内大酒店）．黒

澤ひとりトレドホテル（Trade　hote1），ハノイホテ

ルより幾分安い．ハノイホテルでは，江頭と橋本，松

元と中山がツインルームで，残り3人はシングルルー

ム，ハノイホテルの1泊の費用は，ハイさんの口利き

で，ツインが55USドルで，シングルは40USドル．

夕食にフォーガーを食したが，この時2003年11月，鳥

インフルエンザはまだ騒がれていなかった．鳥インフ

ルエンザによる死者が既に10人（2004年2月現在）を

超えたヴィエトナム，フォーガーの味はいかがであろ

うか．今回の訪問が，江頭にとっては8回目，松元と

中山には2002年9月以来2回目のヴィエトナムとなる．

黒澤は，2年間（1999年3月～2001年2月）のJICA

長期専門家派遣を含め，ヴィエトナムには豊富な経験

と実績を有する．本記事は，江頭の視点による執筆を

基に，黒澤，松元，中山による補足・修正を加えたも

のである．

ハノイ農業大学

　ハノイ農業大学（Hanoi　Agricultural　University；

ヴィエトナム国内では第一農業大学と呼ばれる）は，

ハノイ市中心部から十数キロメートルのザーラム県

（Gia　Lam　district）チョウクイ（Trau　Quy）に位

置する』ハノイ農大は1956年10月の創立で，1960年頃

現在の地に新設され，ヴィエトナムにおける高等農業

教育の基幹大学として，同国における農学／生物資源

環境科学の教育研究・人材育成をリードする（江頭，

2000）．創設時の1958～59年ハノイ農大の副学長を勤

めたルォン・ディン・クア（Luong　Dinh　Cua；梁

定国）氏は，九州帝国大学農学部を1947年（同窓会名

簿による）卒業した．農学部では，農学第一講座（現

在の植物育種学講座）の盛永俊太郎教授の指導を受け

た．結婚後京都に移り，京都大学農学部木原均教授の

指導の下に，「稲族の人為的倍数体の研究」で農学博

士の学位を取り，ヴィエトナムに帰国した．1954年サ

イゴン（Sai　Gon；西貢）から解放後のハノイヘ密か

に入り，北ヴィエトナムの農業生産振興に多大な貢献

をなした．ハノイでは，現在でも，Luong　Dinh　Cua
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の名前を知らない人は誰ひとりいないほどである．

Cua氏は1975年12月急逝されたが，その死は多くの

人から惜しまれた．Cua氏の功績を讃え，ハノイ市

の他，ホーチミン市（Ho　Chi　Minh　city；胡志明市）

やソクチャン省（Soc　Trang　province；蓄篠省）に，

Luong　Dinh　Cua氏の名前を冠した通りや学校があ

る．以上のCua氏に関する記述は，彼の奥さんであっ

た中村信子さんの「ハノイから吹く風一サイゴン陥落

を伝えた日本女性」（中村，2000）からの引用である．

祖国ヴィエトナムの農業発展に生涯を捧げたLuong

Dinh　Cua氏との波乱万丈に満ちた生活を語るこの本

は，是非一読を勧める．中村さんのrハノイから吹く

風」では，飛行場はザーラム空港である．ハノイ農大

へ行く途中，ザーラムのロータリーを曲がって少し走っ

た所に見る空港である．1985年12月，江頭が最初にヴィ

エトナムを訪間した時には，ノイバイ空港が新しくで

きていた．

　江頭がハノイ農大を最初に訪問したのは1996年9月，

JICAプロジェクト方式技術協力「ハノイ農業大学強

化計画」の事前調査団の一員としてであった．当時，

学生の教育を直接担当する学部としては，農学部

（Faculty　of　Agronomy），畜産・獣医学部（Faculty

of　Animal　Husbandry　and　Veterinary　Medicine），

農業機械・電気学部（Faculty　of　Farm　Machinery

and　Electricity），経済・農村開発学部（Faculty　of

Economics　and　Rural　Development），土地・水資

源管理学部（Faculty　of　Land　and　Water　Re－

sources　Management）の5学部があり，その他に

大学院学部があった．多少の組織改編・拡大はみられ

たとしても，長らくこの教育体制にあったが，食品産

業，環境保全の高まりに呼応して，2002年10月農学部

の一部が独立して新たに食品科学工学部（Faculty　of

FoodScienceandTechnology）ができ，土地・水

資源管理学部は，農学部の一部を取り込んで，土地資

源環境学部（Faculty　of　Land　Resources　and　Envi－

ronment）へ発展的に改称した．

　11月3日は文化の日で，日本は祝日．9時前にハノ

イホテルを出てハノイ農大へ向かう．ハノイにいる間

は，ツォン君のマイクロバスを借り上げる．黒澤とハ

ノイ農大側との事前のスケジュール打ち合わせでは，

3日は紅河デルタ農村に入る希望を出し，双方で了承

済みと理解していたが，結局ハノイ農大で一日をつぶ

すことになる．ハノイ市内の交通渋滞は来る度にひど

くなる．チュォンズォン橋（Cau　Chuong　Duong）

を越えてザーラム県に入っても，交通渋滞が続く．ロー

タリーを回ってハノイーハイフォン（Ha．i　Phong　l

海防）道路に入ると，やっと車がスムーズに流れるよ

うになる．しかし，拡幅された道路の両側では農地の

潰廃と工場建設が進む．ハノイ農大では，先ずダン・

ヴー・ビン（Dang　Vu　Binh；鄭武平）学長を表敬

訪問する．終わって土地資源環境学部の建物へ移り，

サパ（Sa　Pa；沙巴）へのエキスカーションと7日の

合同ワークショップについて，グエン・ティ・ヴォン

（Nguyen　Thi　Vong；院氏環）学部長，グエン・スァ

ン・タイン（Nguyen　Xuan　Thanh；院春成）副学

部長（研究担当），グエン・タット・カイン（Nguyen

Tat　Canh；院必景）副学部長（教育担当），ドォ・

グエン・ハイ（Do　Nguyen　Hai；杜院海）上級講師

（Senior　Lecturer）（国際関係担当）等，土地資源環

境学部の主だったメンバーと打ち合わせる．

　大学構内の食堂での昼食後，午後は，食品科学工学

部と畜産・獣医学部を訪問し，実験室を見学する．食

品科学工学部は，2002年10月11日の開学部式の折一度

見学している．実験室を見て回っている時，一一室で柿

のポストハーベストの学生実験が行われていて，しば

し飛び入り．畜産・獣医学部は，ハノイ農大では農学

部と並んで力を持つ学部であり，ここしばらくは両学

部で交互に学長を出している．現学長のDang　Vu

Binh氏は畜産・獣医学部の助教授である．因みに，

ハノイ農大の学長の任期は1期4年．畜産・獣医学部

は，古い建物の時，「ハノイ農業大学強化計画」の事

前調査で一度訪れている．しかし，建って既に数年に

なるが，新しい建物を訪問したのは今回が初めてであ

る．案内したハイさんも，初めて入ったと話していた．

ハノイ農大における学部間の壁の高さを思う．ついで

に，建物が新しくなったのは農学部と畜産・獣医学部

だけで，土地資源環境学部は，畜産・獣医学部が移転

して空いた建物に移っている．そのため，部屋の広さ

は幾分広くなったが，同学部の新しい建物ができるの

はまだまだだいぶ先のようである．

サ パ へ

　3日午後5時過ぎに，同行のメンバーでハノイ農大

を出る．ラオカイ（Lao　Cai；老街）行き列車の出発

時刻は午後10時だが，5時より遅くに大学を出ると，

ハノイ市内の交通渋滞にかかり，二進も三進もいかな

くなることを恐れる．サパヘのエキスカーションのハ

ノイ農大側の同行者は，カインさん（Nguyen　Tat

Canh）とハイさん（Do　Nguyen　Hai）のふたり．

ハイさんは元プロボクサーの輪島に似る．カインさん
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はいまひとつつかめないところがあるが，ふたりとも

頼りになる人物で，土地資源環境学部の中では，つい

つい彼らに全てを依存することになる．カインさんは，

今朝サパから帰ったばかりだという．午後6時，ハノ

イ市内の喫茶店で一休み．思い思いにドリンクを飲み，

ハノイ農大での一日の活動の疲れを癒す．私（江頭）

はヴィエトナムコーヒーを頼む．一日英語で話したた

めか心身の疲れを感じ，肩に凝りを覚える．疲れると

いつも出る身体的症状である．

　ハノイ駅（GaHaNoi）近くの食堂でフォ」ガー

（Pho　Ga）を食し，アルコールを少し入れて，歩い

て駅へ向かう．Ga（駅）とGa（鶏），アルファベッ

トでは同じだが，ヴィエトナム国語表記では添え字が

違い，発音が違い，意味が違う．駅の待合室に落ち着

き，列車の中での長い夜長，アルコール飲料とつまみ

を買いに近くのスーパーに走る．戻って椅子に座り，

待合室の大型ビデオを見て発車までの時間をつぶす．

午後10時ちょうどにラオカイ行きの急行列車はハノイ．

駅を離れる．乗り込む前，プラットホームを歩きなが

ら，列車の車両が木製の座席車，三段ベッドの寝台車，

二段ベッドの寝台車と様々であるのを見る．木製の座

席，子供の頃の三等車に見たのを思い出す．日本人8

人は二段ベッドの寝台車，個室に二段ベッドが2つ並

ぶ．ハイさんとカインさんは三段ベッドの寝台車．有

志でしばらく酒盛りをして盛り上がり，それからベッ

ドに着く．しかし，列車の揺れがひどく，うとうとと

するだけで，ほとんど眠れなかった．

　4日午前6時，夜が白々と明け始める．沿線の農家

はもう起き出している．裸電球が俺しく下がる，蛍光

灯の農家もある．山の中をしばらく走り，視界が開け，

また山に入る．両側が迫り，抜けて再び視界が広がる．

その繰り返しである．斜面にマンゴー，バナナ．椰子

の木も見える．小区画の水田は，高刈りの稲の刈り入

れが終わる．列車の進行方向左側，紅河の水量は少な

く，赤褐色に濁り，所々洲が浮き出ている．農家は一

棟が小さく，屋根は赤瓦．土は赤い．列車は時速40

km以下の速度で喘ぎ喘ぎ登って行く．ラオカイに近

く，集落と園芸畑が見え，すぐに街に入る．6時33分

ラオカイ駅に着く．ラオカイはラオカイ省の省都であ

る．欧米人の観光客が目立つ．駅前ではサパ行きのバ

スが待ち，バイクタクシーが客を呼び込む。

　1台のマイクロバスをチャーターし，6時43分サパ

ヘ向けて出発する．マイクロバスはペンツ．学校が始

まり，校庭で子供等が遊ぶ．ラオカイの街，早朝の道

端市が立つ．家の前の階段に座り，パンを口にする少

女2人．夫婦と思われる2人乗りのバイクが荷物を抱

えて走る．小さな雨が降る．小さな雨はラオカイの朝

の常．6時47分街を抜け，少しずつ登り始める．バイ

ク，自転車が道を降りて来る．乗っている人の口には

必ずマスク．子供等が三々五々学校に向かう．また小

さな市が立つ．石灰岩の採石場を見る．この地帯の石

灰岩は，古生代テーチス海の底に堆積した貝殻からで

きたもの．山の斜面にバナナ，半ば放棄状態．道路に

沿って点々と小さな農家が続く．斜面にキャッサバ，

棚田には穂を垂れた稲。稲は天水栽培で，味は良質．

収穫は11月末とのこと．この稲はhilly　riceと呼ばれ

る．後で5日の朝食の時，ハイさんに確認した話では，

hilly　riceはupland　riceで，localあるいはtra（li－

tional　varietiesである．しかし，厳密には，paddy

riceと区別できない場合もある．

　霧が出て，水墨画の世界に迷い込む思い．7時5分

過ぎ少数民族に出会い始める．ザオ族である．道路は

快適，ただ所々小さな補修更に登って行く．斜面に

棚田，サパまで17kmの標識の所で降りて写真を撮る．

道路工事の拠点を見て，小さな橋を渡る．そこを過ぎ

てしばらくは未舗装の道路．10月のサパ百周年祭に間

に合わなかったようである．道路の拡張と防護壁建設

の工事を見る．斜面に崩れ落ちた土砂．再び舗装道路

に戻る．7時30分サパまで13kmの標識，更に登り続

ける．ラオカイは標高450m，サパは1，650mであり，

その差1，200mを登る．雨が上がる．2階建ての小さ

な小学校．フモン族の子供が通って行く．山腹に，フ

モン族と思しき家がぽつぽつと見えてくる．少数民族，

農業形態・土地利用状態・生活文化の違いから，高度

を棲み分ける．サパヘようこその看板を見る．看板に

英語，仏語，中国語はあるが，日本語の表記はなし．

7時40分サパまで7kmの標識を過ぎ，43分サパ県に

入る．49分サパの市街地に入り，53分ホアンリィエン

ホテル（Hoang　Lien　hotel）に到着する．ラオカイ

駅前から1時間10分，“小さい”こととの出会いの多

かったサパヘの旅だった．江頭は2002年10月以来2回

目，松元と中山には初めてのサパである．

　ホアンリィエンホテル，恐らくは外国人特例で，シ

ングルでもツインルームでも1人分の宿泊費は同じと

聞いて，日本人は全員シングルルームにする．シング

ルの方がやはり精神的には気楽である．ホテルに荷物

を置いて，道を下り，近くのレストランヘ朝食を取り

に行く．朝食から戻ってチェックイン．私は209号室．

昨年（2002年10月）のサパは朝から停電だったが，今

年は終日電気がきた．昨年は見れなかったテレビ，試
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みにスイッチを入れる．しかし，画面はちらちらとし

て写りは悪く，見えるチャンネル数は少なく，また全

てヴィエトナム語による放映．すぐにスイッチを切る．

北部山岳地帯

　最初に，ヴィエトナムの地方行政区分について言え

ば，上位からProvince－District－Communeと区分

される．日本熱帯農業学会では，これを省一県一社

と和訳する．Communeの下の区分は，低地では

Village，山岳地帯ではHamletであり，村あるいは

集落と訳される．Hamletのヴィエトナム語はBan

であり，VillageはLangである．加えて言えば，

CommuneはXa，DistrictはHuyen，Provinceは
Tinh．北部山岳地帯は，ヴィエトナムの農業経済地

域区分によれば，北東地域（North　East　region）と

北西地域（North　West　region）から構成される．

行政的には，北東地域はHa　Giang（ハザン；河江），

Cao　Bang（カオバン；高平），Lao　Cai（ラオカイ；

老街），Bac　Kan（バクカン；北乾），Lang　Son（ラ

ンソン；諒山），Tuye血Quang（トゥエンクァン；

宣光），Yen　Bai（イェンバイ；安沸），Thai　Nguyen

（タイグエン；太原），Phu　Tho（フートー；富寿），

Vinh　Phuc（ヴィンフック；永福），Bac　Giang（バ

クザン；北江），Bac　Ninh（バクニン，北寧），

Quang　Ninh（クァンニン；広寧）の11省，北西地域

はLai　Chau（ライチョウ；莱洲），Son　La（ソンラ；

山羅），Hoa　Binh（ホアビン；和平）の3省より成

る．北部山岳地帯へはアクセスが困難であり，短期間

のエキスカーションであれば，手っ取り早くサパ行き

となる．サパはラオカイ省サパ県に在り，1903年（フ

ランス統治時代）避暑地として開発され，今でも欧米

からの観光客が多く，2003年10月開設百周年祭が開催

された．

　ヴィエトナムは，54の民族が居住する多民族国家で

ある．しかし，人口の90％近くをキン（Kinh；京）

族（狭義のヴィエトナム人を指す）だけで占め，残り

10％を53の少数民族が占める．多数派のキン族は平野

部に住み，大多数の少数民族は山岳地帯に居住して，

棲み分けて争いを避けてきた．サパ県には次の6少数

民族が生活する：フモン（H’mong）族，ザオ

（Dzao）族，サンチャイ　（San　Chay）族，ザイ

（Giay）族，ハニ（Ha　Nhi）族，タァイ（Tay）族．

坪井（1994）から引用して，語族的には，フモン族と

ザオ族はオーストロ・アジア語族のメオ・ザオ語系に，

サンチャイ，ザイ，タァイ族はオーストロ・アジア語

族のタイ語系に，ハニ族はシナ・チベット語族のチベッ

ト・ビルマ語系に属する．

サパ県の土地利用等

　サパを事例とした，北部山岳地帯の立地環境，農業，

土地利用については，黒澤・江頭（2003）にその概要

を示す．ここでは，帰国後ハイさんから入手した，サ

パ県の農民による主要な土地利用形態と土地所有につ

いて記述する．これは，後述の，5日シルバー滝

（Silver　Falls）を見に行くマイクロバスの中でハイさ

んに聞いていたものを，確認のため文書として送って

もらったものである．

林業：傾斜地（slope　land）は主として森林として保

全され，あるいは流れに沿った所では果樹が栽培され

る．

農業：丘陵地（hilly　land）や棚田／畑（terraced

field）での通常の作付け体系は次のようである．

一年1作の作付け体系では，稲，玉蜀黍あるいはキャッ

サバが天水（rainfed）状態で栽培される．

一年2作の作付け体系では，稲と畑作物（玉蜀黍，豆

類等）あるいは野菜が栽培され，稲は通常雨季に作付

けされる．

一谷で川の近くの地域と灌概可能な棚田では，年2作

の稲作が可能である．

一スス（Su　su）のような特殊野菜が栽培され，ある

地域では野菜の種子や実生が生産される．

一またある地域では集中的にバラが生産される．

土地所有：サパ県では，農民は林地（forest　land）

と農地（agricultural　Iand）の所有権を有する．そ

の所有面積は，林地は1農家当たり平均して約1ある

いは2haであり，農地は，各社の農地資源に依存し

て制限されるが，一般には1農家当たり通常0．5ha以

下である．

　一方，低地の紅河デルタでは，年3作の作付け（春

稲一夏稲一冬作物（畑作物あるいは野菜類））が一般

的であり，ほぼ全ての農地が灌概可能である．農家当

たりの耕地面積は狭く，平均0．25haである（江頭，

2002）．村落形態について比較すれば，紅河デルタで

は，農村はいわゆる輪中を形成して，集合村として存

在するのに対し，北部山岳地帯の少数民族の村では，

農家は孤立分散的に存在する．紅河デルタの集合村は，

人口稠密と洪水対策の故としても，結果的にリーダー

の出現と組織的対応に結び付く．一方，北部山岳地帯

での農家の孤立分散は，地形的制約によるとしても，

ゆるやかな社会構造，家族中心の人間関係・就業形態
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が予見される．

Dragon　park

　4日の午前中は，ドラゴンパーク（Dragon　park）

へ行く．ホテルを出る頃から雨になる．雨が降ってき

たのを見て，何人かが途中の店に入り，折り畳み傘を

買う．傘はカラフルではあったが，一雨ともたず，差

して歩いているうちに無残にも骨が折れてしまう．前

夜のハノイ，ラオカイ行きの急行寝台に乗る前に，駅

近くのスーパーでコルクボーラーを購入した，それが

全くの不良品で使い物にならず，列車の中でワイン

のコルク栓を抜く前に壊れてしまった．これらの粗悪

品，国家計画経済の名残かそれとも市場経済化の産物

であろうか．はたまた，中国に対抗しての，ヴィエト

ナム商人のしたたかさか，あくどさか．ヴィエトナム

人は勤勉であるという思いに水をさされる経験であっ

た．

　公園への入口で，15，000VNドンの入場券を購入．

ドン（Dong）はヴィエトナムの通貨単位で，2003年

11月の訪問時，ハノイホテルでの日本円との交換レー

トは1JP円＝120VNドンだった．降り出した雨が本

降りになり，ドラゴンパークヘ続く坂道の，漢方薬や

きのこを売る店の前で，店番の中年女性と冗談を言い

合いながら一休み．しかし，なかなか止まず，仕方な

く重い腰を上げて雨の中を公園へ入り，傘をさして黙々

と坂を登る．それでも，展望台まで辿り着いた頃雨は

上がる．しかし，一面の霧で周りは全く何も見えず．

展望台から降り，公園内のレストランで喫茶している

頃から晴れて霧がとれ，陽が差し始め，サパの街や対

面の山々がかすかに見え始める．レストランをバック

に記念撮影．公園を出て，ホテル近くのレストランで

昼食．

　ドラゴンパークは石灰岩から成り，サパの街を見下

ろす小高い丘になっている．公園の奥まった所に，

「ハノイ農業大学強化計画」の初代チームリーダーだっ

た長憲次九州大学名誉教授の寄贈された桜の苗木が植

栽されている（黒澤・江頭，2003）．しかし，桜の苗

木の多くが既に枯れ，残っているものも生育は貧弱で，

長先生の「サパを桜の名所に」の目論見，すんなりと

はいかず，専門家の助けが必要なようである．サパ県

の年平均気温は16～18℃で九州とほぼ同じだが，桜は

沖縄と同じ1月に開花する．

Ban　Sun　Sa

4日の昼食後，サパまで乗ってきたマイクロバスに

乗り，ホアンリィエンホテルから5分程走って，サン

サ村（Ban　Sun　Sa）を見に行く．サンサ村はフモン

族の集落である．少数民族の領域に入るには，外国人

は入村料を求められる．入村料，昨年の経験では1人

当たり2，000VNドン．入村料を払って先に進み，Sun

Sa　hamletの横看板のある所で車を降りる．サンサ

村はサパの街に近いこともあって，一つの観光スポッ

トとなっているようで，我々以外にも，多くの欧米人

が，何人かでグループをつくり，ヴィエトナム人ガイ

ドの案内で歩き回っていた．歩き回るといっても，そ

れ用に新しく造られたと思われるコンクリートの石段

を歩くだけで，石段から外れることも，農家の中へ入

ることも，通常の観光では許されないように感じる．

降りロでフモン族の少女（図1）を写真に撮り，その

石段を降りて行く．石段の途中に農家（図2）とフモ

ン族の子供（図3）．子供達，写真を撮るまではよかっ

たが，金品を要求される．余りにしつこく，後を追っ

一てきたので，4人を並べてもう一度写真に撮り，少な

いと不満顔だったが，3，000VNドンを手渡して何と

か振り切る．子供等のこのような態度も，決して彼女

等が悪いのではなく，全て我々観光客が悪いのである．

観光が，子供等の純真な心を踏み躍る．

　コンクリートの石段は非常に急で，それを渓流まで

下る（図4）．渓流にかかる吊り橋を渡って上り（図

5），また渓流まで下って吊り橋を渡り（図6），上っ

て車を降りた所まで歩く．渓流の木の吊り橋，渡る時

かなり揺れる。石段の所々に観光客用の休憩所が設け

られている．下りは足にはくるがまだよいとしても，

上りは難儀である．喘ぎ喘ぎ上り，休憩所で休んで汗

を拭き，また上る．フモン族の人々にはさぞ滑稽に見

えていることだろうとひとり苦笑する．1時間20分の

トレッキング，汗びっしょりの苦行であり，農家に入

ることができず，やや物足りなさは残るとしても，得

難い経験であった．

　サンサ村は山腹に位置し（図7），村の向こうは急

峻なV字谷となっている（図8）．至る所の斜面は棚

田に造られていた（図9～11）．水稲は刈り取りが終わ

り，かなりの高刈りであった（図12）．ひこばえが出

ている稲穂もあった．役畜は専ら水牛で，丸々と肥え

ていた．農家の造りは粗末であった（図13）．農家は

中腹の道路から渓流まで連続してあるのではなく，道

から一定の距離，渓流から一定の高さの所に，ややか

たまって存在した．サンサ村の小学校（図14）があり，

ヴィエトナム国旗が風にはためいていた．トレッキン

グコースの最後の所に，村の小学校の教員を務める若
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い女性が，、観光客相手の簡易喫茶店を開いており，そ

こで一休み．ミネラルウォーターで喉を潤し，タオル

で汗を拭う．サンサ村，日曜雑貨の店は，トレッキン

グコースに沿っては見なかった．ひとつは，サパの街

まで近く，我々の足でも歩いて行ける程の近い所に立

地しているからであろう．

　5日の午前中，シルバー滝へ行く時，マイクロバス

の運転手に聞いた話では，サパ県では，サンサ村以外

にも多くの少数民族の村が観光用に開放されている．

また，サンサ村には1，000の農家（farm　household）

があると聞く。1農家当たりの構成数を平均5人（江

頭，2002）として，村の総人口は5，000人程度であろ

うか．それで，トレッキングでは，サンサ村の極めて

ほんの一部を回っただけのことになる．実際，子供は

10人足らず見かけたが，成人のフモン族には2，3人

も出会わなかった．観光客との遭遇を努めて避けてい

るのであろう．あるいはこの時間帯，女性はサパの街

へ出かけ，男性は，トレッキングコースから見える農

地には誰ひとり見なかったけれども，農作業に出かけ

ているのであろうか．また運転手の話では，基本的に

は1つの村（Ban）には1つの少数民族（minority）

が居住する．2つの少数民族が居住する場合でも，居

住地を棲み分ける．このようにしてこれまで，少数民

族毎の独自の伝統・生活文化が守られてきたのであろ

う．

　運転手から聞いた，サンサ村の1，000の農家数につ

いて，その時はそんなものかと聞き流したが，後述す

るように，5日の午後，サパ県人民委員会での会見で

聞いた県全体の農家数は5，900である．帰国後確認し

たところでは，2002年10月の人民委員会議長等との協

議で，サパ県には18社があり，人口は約4万人と聞い

ている（黒澤・江頭，2003）．単純に計算して，1社

当たりの農家数は328，人口は2，222人となる．村は社

の下の行政区分であり，そうすると，サンサ村の農家

数として1，000は考えにくい．1，000と聞いた数は農家

数ではなく，人口だったのかもしれない．あるいは，

運転手が農家数100と言ったのを，ハイさんが訳し間

違えたか，私が書き間違えたのかもしれない．いずれ

にせよ，特に開発途上国での調査の場合，情報の信愚

性の確認，1つの情報源からの情報に頼ることの危う

さと，複数の情報源から情報を入手して相互に比較す

ることの必要性を再認識した次第である．独りよがり

の多い私は，特に自戒すべきことである．

　サンサ村トレッキングから午後4時20分頃ホアンリィ

エンホテルに戻り，自室でしばしベッドに横になって

休息をとる．6時半にホテルロビーに集合し，ホテル

から下って夕食を取る．食事のレストランはハイさん

とカインさんに任せていたが，朝食は同じレストラン

としても，昼食と夕食は毎回違うレストランだったよ

うに思う．我々に気を遣ってくれたのかもしれない．

食事は口に合い，大勢による賑やかさ，またビールで

食が進み，ついつい食べ過ぎてしまう．食事を終え，

午後8時にホテルに戻る．私（江頭）と黒澤，それに

やや二日酔い気味の福留さんを除く5人は，ホテルヘ

帰ってもまだ飲んでいた．夕食には，英国人NGOの

女性も加わる．カインさんの知り合いで，離婚してサ

パに1人で住み，少数民族の居住する村の農村開発に

当たる．4年サパに居て，もう3年居る予定とのこと．

5日朝，農村に向かう女性と握手をして別れる．心の

中で，健康とプロジェクトの進展を祈る．

Silver　Falls

　5日朝は，それぞれに三々五々ホテルの近くを散策，

探訪した模様．私は6時半に起き，7時にホテルを出

て，サパマーケット（Cho　Sa　Pa）を見て回る．サ

パマーケットは常設で，ホアンリィエンホテルから歩

いて1分の所にある．品数は豊富である．それをスラ

イドに多数収める．朝8時に揃い，ホテル近くのレス

トランに朝食を取りに行く．全員の朝食の要求は，

フォー，フライドライス，パンと様々．昨日は，日本

人は全てパンwithオムレツだったが，今日は私のみ．

軽く焼いたフランスパンを切り，間にオムレツ（実際

は目玉焼き）を挟んで食べる．

　絶好のエキスカーション日和．9時にホテルを出て，

シルバー滝（Silver　Falls）を見に行く．同行はハイ

さんのみ．カインさんは別件ゐ用事があって同行せず・

シルバー滝は標高1，800mの所にあり，サパの街から

マイクロバスで登って行く．街を出てすぐにバラ園

（図15）を見る．最近，サパ周辺では，商品作物とし

てバラの栽培が急速に広がっている．バラ園は，ハイ

さんの説明ではState　Farm，即ち中央政府が出資し

て省が管理する．山地を切り開いて，広大なバラ園が

造成される．しかし，テラスを設けず斜面畑での造成

であり，土壌侵食が懸念される．土壌は暗赤褐色で，

石灰岩由来と推測される．バラ園（図15）の新たに造

成された一角に，土壌改良資材入りと思われる袋を見

る．バラ園を過ぎてまた別の所では，スス（果菜類で，

和名はハヤトウリ）を見に降りる．しかし，棚を見た

だけで，ススの収穫は終わっていた．ススは，ハイさ

んの話では果肉部だけでなく根も食し，松元の話では
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日本のハヤトウリに比べて種の部分が小さいようであ

るとのこと．このようにして，サパからシルバー滝ま

での間4個所で降りて，土地利用，地形，農家（図16），

作物生産を見て写真に撮る．4個所のうち2個所は，

昨年シルバー滝を見に行った時，江頭と黒澤が降りて

見た所と同じ場所．車から降りて周囲を見回して気が

付く．確かに素晴らしい眺望の所だと思う．雄大な眺

めは，浮世の煩わしさをしばし忘れさせ，大きな気分

にさせてくれる．

　シルバー滝を過ぎて更に登り，分水嶺を越えてライ

チョウ（Lai　Chau）省に入る．標高は2，000mと聞く．

ライチョウ省はダー（Da）川の流域になる．ダー川

は紅河の支流で，ヴィエチ（Viet　Tri；越池）で紅

河に合流する．分水嶺を越えてここまで来たのは，ハ

イさんの計らいで，我々にSky　Gateを見せるため．

Sky　Gate，意味するところは天界への門．ハイさん

の話では，眼下に見るSky　Gateは，谷底に川が流

れ，小道が曲がりくねって走り，少数民族の家が点在

し，現代風の家も見え，それはすばらしい光景とのこ

と．Sky　Gate，現代の桃源郷を思わせる．しかし，

一面の霧で全く何も見えず．期待して暫く待ったけれ

ども，一向に霧が晴れる様子もなく，空しく引き返す

ことにした．引き返そうとして，Sky　Gateを望む道

のガードレールの外に，いつの間にいたのか，フモン

族の女性を見る．9ヶ月の子供を抱く．ハイさんに年

齢を聞いてもらったが，知らないと答える．推定では

20歳前後．ハイさんの話しでは，フモン族は外部の人，

特に外国人との接触を嫌うとのこと．橋本が好意から，

ポラロイドの写真を撮って贈ろうとしたが，子供を隠

し，手を振って，写真に撮られることを激しく拒絶す

る．あわてて中止する．

　Sky　Gateから戻り，シルバー滝を見物する．急な

坂を滝からの流れにかかる橋の所まで登り，滝を間近

に見る．途中の，大きな岩の上で，女子高校生と思し

き20人程の集団が，わいわい騒ぎながら，交代でポー

ズを取り，写真を撮りあっていた．橋のたもとで休ん

でいた，サイゴン（南ヴィエトナム（ヴィエトナム共

和国）の首都で，1975年4月の統一後ホーチミン市に

改称されたが，巷ではサイゴンの名称も広く使われる）

から来た親娘連れの3人と話す．英語と越語を交えて，

娘さんの結婚の記念で，北ヴィエトナムを旅行してい

ると聞く．滝見物から降りて，道端のテント屋台（図

17）のひとつに入る．昨年入った屋台とは，道を挟ん

で反対側になる．屋台では，竹串に刺した肉，卵，サ

ツマイモを炭火で焼いて出してくれる（図18）．竹飯

も出してくれる．食べ物の種類は昨年と全く一緒．肉

は，昨年は猪肉と見たが，1種類ではなさそうである．

竹飯はモチ米，サツマイモの中味は銀灰色．焼肉を頬

張り，焼酎を小さな盃に干す．焼肉，実にうまい．9

人もいれば屋台を占領して，さすがに賑やかである
（図19）．

　テントを出ての帰り際，1人の青年と話す（図17）．

イギリスから来たと言い，聞き取り易い英語で，サパ

から自転車で登って来たと聞く．傍に自転車があり，

それ用の服装をして，今私が最も興味を持っている自

転車ロードレース用の帽子を見れば，聞かなくても判

かるのだが．自転車でヴィエトナム全土を回っている

のであろうか，りりしい好青年であった．私は日本で

はやや寡黙だが，外国に出るとついつい饒舌になって

しまう．世の中，自然の素晴らしさ以上に面白いのは

人である．シルバー滝からサパヘの帰り，ファンシパ

ン（Phang　Si　Pang；Phang　Si　Peak（峰），標高

3，143mで，ライチョウ省の，ラオカイ省との省境近

くに位置する）を遠くに見る（図20）．ヴィエトナム

で最も高い山（峰）で，手前の山と山の間に，頂上の

尖った部分がわずかにのぞいていた．手前に見える，

農家の屋根の衛星放送受信アンテナが印象的だった．・

Ban　Ta　Phin

　一旦サパの街へ戻り，タフィン村（Ban　Ta　Phin）

を見に行く．サパは，10月に開設百周年祭が開かれ，

今はその宴の後，各軒先に旗を見るだけで，街は静か

である．タフィン村までは，サパの街から暫く走る．

窓外の景色に気を取られ，時刻を控えるのを忘れる．

途中で棚田（図21）と赤瓦の農家（図22）を見る．棚

田，眺める分にはどこも素晴らしい眺めである．入村

料を支払い，タフィン村の横断幕の手前で降りて歩き，

村の中に入る．通常，1つの村には1つの少数民族が

居住するが，タフィン村にはザオ族とフモン族が居住

する．しかし，タフィン村で出会ったのは全てザオ族

であった．両民族は，午前中シルバー滝を見に行く時

運転手から聞いていたように，棲み分けて，無用な接

触を避けているのであろう．タフィン村，村には電気

がきており，村の入口近くに，トタン葺き屋根の，日

用雑貨を売る店が数軒あった．刺繍製品を作っている

クラブも見えだ．

　ザオ族は幾つかに分かれるが，タフィン村のザオ族

は赤ザオ（Red　Dzao）．我々が村に入ると，その辺

りに屯していたザオ族がすぐに気付き，民族伝統の刺

繍製品を持って売りに来る（図23）．売りに来たのは
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老若を問わず全て女性，どこまでもついて来る（図24）．

赤ザオの成人の女性は，いずれも見事に頭を剃りあげ

ている．子供は綺麗な黒髪をもち，何歳になると剃る

のかは不明．私が，後をついて来た女の子（図25）の

1人が下げていた肩掛け袋に興味をもち，売るかと聞

くと売ると言う．袋を裏返しにして肩に掛け，それに

小物を入れて売っている．その肩掛け袋の裏表をひっ

くり返し，表の刺繍を私に見せる．黒澤の通訳で値段

を聞くと，15万VNドンと言う．法外な値段に呆れ

てしまい，買う気をなくしてしまう．15万VNドン，

日本円では1，250円だから，ヴィエトナムの国情を知

らないで来ている一見の観光客なら，日本での物価と

比べて安いと思い，あるいは買うかもしれない．実際

そうして，外国人観光客相手に幾つかを売ってきたの

であろう．だから，このように法外な値段をふっかけ

てくる．これも，彼女等が悪いのではなく，観光化の

もつ負の一面のなせる業である．ただ，金銭感覚が麻

痺し，まともに働くことを気嫌いする風潮が蔓延する

のを恐れるのみである．

　しかし，15万VNドン，ハノイ農大の若い教官の

月給ならば，基本給の1／3～1／4に相当する金額

である．とてもこの値段では買えない．断って急いで

その場を離れるが，私に少しでも買う気があると見る

と，とことんついて来る．とうとう根負けし，また少

しは買う気もあったので，15万VNドンを2．5万VN

ドンまで値切って買う．それでもいい値段である．ハ

ノイ農大構内の食堂なら，外国人でもフォーガーが5

杯も食べられる．ザオ族の子供等を引き連れて，村の

中の観光用に舗装された小道（図26）を歩き，小型水

力発電機（図27）に感心し，周囲の土地利用を見る．

刈り取り後の低地の水田と，遠景の山腹の農家と畑

（焼畑？）（図28）と，近くの山麓の農家と周囲の園芸

（図29）．印象派の絵を見るような牧歌的な気分に浸る．

途中で，私は，成人女性からだったと思う戴クッショ

ンカバー2枚を4万VNドンで購入する．集落に近

づいた所で，時間的な制約から引き返す．

　タフィン村で，ザオ族は積極的に観光客に接触して

きたが，フモン族には全く顔を合わせなかった．4日

のサンサ村（フモン族）でも，トレッキングの途中に

すれ違った男の老人は，我々観光客には全く無関心の

ように見えた．集まって子守りをしている子供等には

出会ったが，カメラを向けると幼児の目を隠した．カ

メラに写る場合も，決して好んで写るということはな

く，金のためなら仕方ないという表情が見て取れた．

少数民族と一括りにされるけれども，同じサパに居住

しながら，ザオ族とフモン族の間には社会性に大きな

違いがあることを見る．フモン族は頑なに伝統・生活

文化を守り，外部との接触を嫌う．ザオ族，少なくと

も赤ザオ族は観光化の波に迎合して，伝統・生活文化

を手段に収入の道を探り，生活を一変させる．良く言

えば適応性が高い．ただ，両民族とも，程度の差はあ

れ，金に対する執着を見る．拝金主義，全て悪いのは

観光産業と外国人観光客である．商業主義が，少数民

族の伝統・生活文化を観光化する．観光は，ラオカイ

省やサパ県の経済発展には寄与する．しかし，少数民

族にとっては，日常生活を乱され，固有の伝統・生活

文化を破壊されるだけのことである．

　サパ県には，フモン，ザオの他に，サンチャイ，ザ

イ，ハニ，タァイの少数民族が居住する．彼らは相互

に，またフモン族やザオ族とは異なる伝統・生活文化

を有するであろう．そのことが感覚的に理解できただ

けでも，今回のエキスカーションは有意義であった．

もし，近い将来，ヴィエトナム北部の山岳地帯に国際

協力の形で入ることがあるとすれば，少数民族毎の社

会構造，生活様式，農業形態，精神文化，家族構成，

人間関係等について，前もって熟知しておくことが必

須である．そうでなければ，村人の信頼を得られず，

調査・研究はおろか，村に入ることさえおぽつかない

であろう．

　タフィン村からサパの街へ引き返す．引き返す途中

も，所々で降りて，土地利用，地形，農家を写真に収

める（図30～32）．サパの街に戻り，私は，サパマー

ケット2階の，少数民族が伝統の刺繍製品を製作，展

示，販売している作業所へ行き，フモン族の肩掛け袋

をもう一つ，4万VNドンで購入する．高いとは思っ

たが，もう値切ることはしなかった．昼食は，ホアン

リィエンホテルから少し下ったレストランで，ヴィエ

トナム風寄せ鍋，野菜が多くヘルシーである．しかし，

結構な値段であった．

サパ県人民委員会

　昼食後そのままの足で駆けつけ，午後2時35分サパ

県人民委員会（People’s　District　Committee　of　Sa

Pa）に着く．約束の2時30分に5分程遅れる．県人

民委員会訪問は濱砂教授の要望で，1時間半程，サパ

県の人ロセンサスについて話を聞く．県人民委員会の

建物は，前年江頭と黒澤が訪問した所から別の場所に

移り，ニュータウンのように感じられて，建物の前に

人造湖が開け，全体的に景色の良い所であった．県か

ら会見に出てきてくれたのは，グエン・ヴァン・フッ
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ク（Nguyen　Van　Phuc；院文福）人民委員会副議長

とグエン・ヴァン・フン（Nguyen　Van　Hung；

院文雄）統計部長の2人．Nguyen　Van　Phuc氏は49

歳で，ハノイ農大の卒業生と紹介される．このように，

スケジュールをやり繰りして関係の2人が応じてくれ

たことに，ハノイ農大のヴィエトナム国農業行政にお

ける影響の大きさと，特にカインさんのサパ県の農業

生産振興への貢献の大きさを見る．会見では，濱砂教

授と私の英語による質問をハイさんが越語に通訳し，

県側の越語による回答を今度は英語に通訳する．それ

を繰り返して議論を深めていく．カインさんが，時々

口をはさんで理解を助ける．以下は，このようにして

聞き取ったサパ県の人ロセンサスの概要である．

　サパ県の人ロセンサス（人口統計調査）の最新版は

1999年調査のもので，全数統計である．人口調査は2

段階で行われる．第一段調査（first　step）は試行あ

るいは予備（tentative）調査で，第二段調査の前段

として，村に所在する農家（farm　household）の数，

農家の構成メンバー，住民（habitant）の数等が調

べられる．調査結果を基に，農家リストと住民リスト

を作成し，各農家の名前と場所を地図に落とす．第一

段調査には警察官，県の職員，社のリーダーが当たり，

調査には4～5ヶ月を要する．このような調査内容で

あれば，警察官にはうってつけの役回りであろうし，

公安が幅を効かせ，住民監視と他者排除が機能してい

る共産主義の現実に重ね合わせてみる．

　第二段調査（second　step）は詳細（detailed）調

査であり，全数調査である．調査には，県（District）

及び社（Commune）の調査員が当たる．1人の調査

員が受け持つ農家数は80である．サパ県には5，900の

農家があり，調査員の必要数は約70人となる．約70人

の調査員の60～65％が県職員であり，残り35～40％は

社の関係者で，小学校の先生から選抜される．第二段

調査に当たり，県及び社からの全ての調査員が，国家

統計局スタッフ（National　Bureau　staff）と国際ス

タッフ（lnternational　staff）による統計調査の訓練

を受ける．国内・国際スタッフの役割は，調査員の訓

練と統計調査の点検の二つである．国内・国際スタッ

フは7人で，1人のスタッフが10人の調査員を指導し，

調査結果を点検する仕組みにある．

　第二段調査では，県及び社の調査員が社を訪問し，

農家への直接インタビューを行う．上述のように，1

人の調査員が80戸の農家を担当し，そのために要する

日数は10日程と聞く．1人1日8戸の農家を回る計算

になるが，これまでのエキスカーションで見聞した，

サパ県の地形の急峻さ，農家の点在，アクセスの不便

さ，民族性の違いを考えれば，戸別調査には相当の困

難さが予見される．調査員への報酬は，調査農家1戸

当たり0．7USドルで，その費用は政府からくる．調査

員による農家へのインタビューでは，農家の戸主

（head）がひとり質問に答える．その後，調査員は農

家の構成メンバーを一堂に集め，戸主に対する調査結

果をメンバーの前で読み上げて確認する．農家へのイ

ンタビューに使われる調査票の調査項目は国が決める．

内容は，農家の経済及び社会状態の把握に重きが置か

れたものとなっており，聞き取った調査項目の一部は

次ぎのようである：構成メンバーの名前・性別・年齢・

教育レベル・職業・戸主との続柄・結婚歴，年収，テ

レビ・ラジオ・自転車・オートバイの保有状態，宗教，

敷地面積。

　県での人口調査の全ての質問と調査結果は省に集め

られ，更に政府に集約される．集計は中央で政府が行

う．人ロセンサスの結果は，県の社会発展・経済発展

を検証するデータとして使い，政府への予算要求の根

拠とする．人口調査を行うに当たっての最も困難な点

は，農家からいかにして正確な情報を集めるかにある

と聞く．戸主が質問に対する情報を持ち合わせていな

い場合があり，正確な情報を得るために，農家の協力

を引き出すことや良好な関係を築くことの困難さがあ

るようである．

さらばサパ
　県人民委員会での会見を終えて，午後4時20分頃ホ

アンリィエンホテルに戻る．しばらく各自の部屋で休

み，支払いを済ませ，午後6時借り上げたマイクロバ

スでホテルを後にする．帰りは，カインさんの下で働

き，その時までサパ県内の社で調査研究活動を行って

いた2人も同行する．そのうちの1人は，昨年も一緒

だったティエプ（Tiep）さん．カインさんの話しで

は，ハノイ農大で急ぎの仕事があり，そのため予定を

早めて帰らせるとのこと．ヴィエトナムの大学では，

上司がまだ大きな力をもつ．県人民委員会を訪問する

際，昼食のレストランから直行したので，土産の焼酎

を持参するのを担当の木村教授が忘れ，ラオカイヘの

帰途副議長の家へ立ち寄り，本人はまだ帰宅していな

かったので，応対に出てきた子供に託す．利発そうな

少年であった．暗闇の山道を下り，午後7時ラオカイ

駅前に着く．ラオカイは，1979年2月～3月の中越戦

争の時，中国軍に一時占領された過去をもつ．駅前か

ら2km程走り，中国との国境を見に行く．対岸の中
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国側国境の街は雲南省の河口．国境を流れる川はナム

ティ川（Song　Nam　Ty），紅河に流れ込む．ヴィエ

トナムと中国には1時間の時差があり，ラオカイが午

後7時の時，．河口は午後8時．目と鼻の先にありなが

ら，ラオカイでは，全てが河口より1時間遅く進行す

る．やや奇異な感じに浸りながら，しばらく川と対岸

の街を眺めていた，

　ラオカイ駅に戻り，駅前の小さなレストランで夕食．

別のテーブルでは，欧米の若いグループが，盛んに話

しながら食事をしている．夕食は，ハイさんやカイン

さんとの小話で盛り上がる．「このガイは家を出て

15mも離れると，自分が結婚しているかどうかを忘

れる」とは，カインさんに対するハイさんの評価．ヴィ

エトナムでは，「Com（ご飯）」を，家で食べること

から奥さんに準え，「Pho（麺）」を，外で食べること

からガールフレンドに準える．ヴィエトナムの女性は

総じてたくましく，アグレッシブである．気の弱い男

達は，心の拠り所を外に求めているのであろう．昨年

のラオカイ，列車を待つ間，駅前の青空屋台で喫茶し，

暗がりの中，店番のお嬢さん方としばしの安らぎを交

換した．夕食後，そのLao　Cai　girlsを捜してみたが，

その場所の青空屋台は別の女性に変わっていた．サパ

行きの一つの楽しみにしていただけにやや落胆し，残

念な思いであった。

　午後9時15分急行寝台列車でラオカイ駅を出発する．

黒澤が日本側チームの会計役を務め，私はサパヘのエ

キスカーションの費用として141USドルを払う．こ

れには，私とハノイ農大教官1人分の費用が含まれる．

日本人グループでしばし歓談飲食し，別れて，私は二

段ベッドの下段に横になる．列車の揺れがひどく，ま

た同室者の肝でなかなか寝付かれず，寝返りを繰り返

す．それでも眠っていたらしく，6日午前5時20分ズォ

ン川（Song　Duoh9）の鉄橋を渡るところで目が醒め

る．5時33分紅河にかかるロンビィエン橋（Cau

Long　Bien）を渡り切り，41分ハノイ駅に到着する；

ハノイーラオカイ間急行寝台二段ベッド個室の1人分

片道の運賃は，昨年（2002年）と変わらず200，000VN

ドン（1，667JP円）．切符の購入先はTulico　To皿isし

この急行寝台の運賃からしても，タフィン村で買った

肩掛け袋の最初の値段がいかに法外で，観光地相場で

あったかがわかる．

ハノイ周遊一文廟と旧市街

　ツォン君のマイクロバスを待って，ハノイ駅から送っ

てもらい，ハノイホテルに再びチェックインする．朝

食はホテルの部屋で，急行列車の中で配られていたコッ

ペパンを1人半分ずつ分けて食べ，ホテルのティーパッ

クのお茶で流し込む午前8時半，案内役のホー・ティ・

ラム・チャ（Ho　Thi　Lam　Tra；湖氏林茶）（ハノイ

農大土地資源環境学部上級講師）が来るのを待って，

ハノイ市内観光へ出発する．黒澤は，7日の合同ワー

クショ．ップの準備で午前中だけ一緒に行動し，濱砂教

授は，ヴィエトナム国の人口統計資料収集のため，ひ

とり別行動となる．ハ，ノイ滞在の長かった黒澤には，

何度も出かけている所ばかりである．先ず，文廟

（Van　Mieu；李朝時代の1070年創建の孔子廟で，現

在の建物は19世紀に再建されたもの；ヴィエトナム最

初の大学として知られ，多くの人材を輩出した）に行

く．入場料は，外国人は2，000VNドン．文廟には，

私は，ハノイを訪れる度に，連れの相手は毎回違って

いるが，必ず来ている．今回，本堂の裏に國子監が復

元されているのを見る．國子監（伝統王朝の学問所）

の復元物が建造されたのは2000年頃だそうだが，（友田，

2003），前回（2002年10月）の訪問では気付かなかっ

た．・奎文閣に亀の上に乗った科挙の合格者の碑（82の

碑があり，1，306名が刻まれる）を見て，本堂に行き，

鎮座する孔子，孟子，老子等の像に参る．國子監には，

関係する3人の皇帝の像が置かれていた．國子監内の

入口に近い所で，ヴィエトナムの民族楽器による民族

音楽をしばし楽しむ．一弦琴の演奏が見事であった．

　次に，還剣湖くHo　Hoan　Kiem；ホアンキィエム

湖）に行き，玉山祠（Den　Ngoc　Son；ゴックソン祠）

に参る．入場券（外国人は2，000VNドン）を買い，

係員に見せると，少し切り込みを入れて返してくれる．

環剣湖には今でも巨大な竈が生息し，玉山祠には2m

近い鰭の剥製が展示されている．環剣湖には，15世紀，

後期黎朝の始祖レー・ロイ（黎利）が，湖に住む亀か

ら授かった剣により明軍を打ち破り，その剣を亀に返

したという伝説がまつわる．この伝説は，環剣湖近く

のタンロン劇場で演じられる水上人形劇の格好の題材

であり，環剣湖の中央には亀の塔が立っている．旧市

街（Old　Hanoi）のハンガイ通り（Pho　Hang　Gai）

を歩いてそれぞれに土産を買い，ハンダオ通り（Pho

Hang　Dao），ハンズォン通り（Pho　Hang　Duong）

と歩いてドンスァン市場（Cho　Dong　Xuan）に至る．

旧市街では通り毎に扱う品が違う．ハノイは千年の王

都であり，王朝時代に，通り毎に同業組合が形成され

た名残である（友田，2003）。ドンスァン市場内は品

物に溢れ，その品物を避けるように歩きながら見て回

り，ヴィエトナムコーヒー入れ器を江頭が3個，中山
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が5個購入する．旧市街の，特にハンガイ通りで外国

人向けに売っている土産の主流は，来る度に少しずつ

変わってきているように思う．以前は，螺釦製品やネ

クタイ，ティーシャツが主流だったが，最近は，絹製

品や刺繍物が目立つように感じる．私は，自らの土産

に，ヴィエトナム緑茶を好む。緑茶の購入は，ドンスァ

ン市場で充分である．昼食は，チャに案内された食堂

でブンチャ（Bun　Cha）を食す．ブンチャは米の漬

け麺で，炭火で焼いた挽き肉を入れた潰け汁が絶品だっ

た．繁盛している店らしく1』階が満席で，2階に上が

らせられる．2階の一隅にベッドがあり，お爺さんが

横になって休んでいたが，客が上がってきたのを見て，

そそくさと起き出して出て行った．

住宅事情
　旧市街（36通り地区）に見る数多くの家は町家であ

る．友田（2003）の「ベトナム町並み観光ガイド」か

らの引用によれば，町家はハノイで最も古い住まいの．

形であり，ハノイの住まいの原形と言える．36通り地

区は，間口が3～5m，奥行き20～50m以上の細長

い町家がぴっしりと立ち並んでいて，古くからの生活

様式がそこかしこにうかがえる．鰻の寝床のように細

長い敷地の中に，中庭を介しながら複数の建物が奥へ

奥へと続いている．大家族制のもと，1軒の町家は1

家族により住まわれ，そのほとんどは商家であった．

屋上に仏壇を設置している家が多い．しかし，かなり

の町家が，1954年の独立後は複数の家族に分割して住

まわれ，近年では改造されて，貸しビルやミニホテル

などに建て替えられている．

　ハノイの人々の住居としては，4，5階建ての集合

住宅を多く見る．ハノイホテルの近くにあるザンヴォー

団地は，友田（2003）の記述によれば，ドイモイ前に

建設された集合住宅の一つで，1階部分が商店で，2

階以上が住居となっている．住宅の壁はややくすんだ

黄土色．ハノイホテルにひとりで居る時など，朝食の

レストランで窓側の席に座り，バイキングの食事を口

にしながら，窓越しに見える集合住宅の側面一杯に干

された色とりどりの洗濯物を眺めて，中に住む人達の

生活を想像していた．ハノイホテルから歩いて数分の

ザンヴォー通り（Pho　Giang　Vo）の通りに沿って

は，恐らくはドイモイ後に建設されたと思われる高層

の集合住宅が並ぶ．1階の店舗はコンビニエンススト

ア風になり，しばしば前を通りながら，よくミネラル

ウォーターを買いに行った．

　後述の，8日ハテイ　（Ha　Tay；河西）省ハドン

（Ha　Dong；河同）まで走った時，ハノ・イ市の周縁部

から郊外にかけて，近代的な高層住宅群が建設されて

いるのを見る．2001年9月にもハドンまで走ったが，

その時は気付かなかったので，ここ1，2年のことと

思われる．2日ハノイヘ着いた日に，タンロン橋を渡っ

てすぐのツーリィエム県にスーパーマーケットが新し

くできているのを，やや驚きをもって見過ごした．更

に，2002年10月のフードン社（Phu　Dong　commune；

ハノイ省ザーラム県に属する）で，伝統的な赤瓦の農

家群の中に。r2階建て，3階建ての農家がぽつぽつと

新築されているのを見た．これらのことは，ハノイ及

び周辺で，都市住民及び都市近郊農民の住環境が，21

世紀になって急速に変わりつつあることを教えてくれ

る．

ハノイ周遊一軍事博物館と歴史博物館

　一旦ハノイホテルに戻り，午後は軍事博物館（Bao

Tang　Quan　Doi）と歴史博物館（Bao　Tang　Lich

Su）に行く．軍事博物館は，松元と中山は初めてで

あり，私も久し振りであった．旧市街の西に続く，今

は軍の駐屯地となっている一帯は旧城砦地区と呼ばれ，

その昔のハノイ城（タンロン城）の跡で，．軍事博物館

のあるあたりがハノイ城の正面に当たる．タンロン

（Thang　Long；昇龍）はハノイ（Ha　Noi　l河内）

の旧名であり，李朝の太祖李公蔽（リー・コン・ウァ

ン）が1010年に都と定めて，ハノイは2010年に建都千

年を迎える．ハノイ城の城壁はほとんど取り壊されて

しまったが，2000年にハノイ城北門が復元され，門上

の楼閣も再建されている．かつては，これと同様の門

が東西北に1つずつ，南に2つあった．ハノイには，

建都神話の中で意味づけされた旧蹟も多い．「タンロ

ンの四鎮」と呼ばれた寺社があり，東西南北それぞれ

に，北のクァンタイン（Den　Quan　Thanh；鎮武観），

西のヴォイフック（Den　Voi　Phuc；象伏殿），南の

キムリィエン（Den　Kim　Lien；金蓮殿），東のバッ

クマー（Den　Bach　Ma；白馬祠）の各祠が配されて

いた．以上の，旧城砦地区以下の記述は，友田博通編

（2003）の「ベトナム町並み観光ガイド」からの引用

である．

　軍事博物館へ入場の際にもらったパンフレットによ

れば，軍事博物館は6つある国立博物館の1つで，

1959年12月に設立され，1万m2の敷地面積を有する．

軍事博物館の敷地内に，国家歴史文化建造物に指定さ

れている旗台（Ky　Dai；Hanoi　Flag　Tower）があ

る．この旗台は院朝時代（1802～1945）の1812年に完
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成し，31mの高さをもつ．私は，1996年9月，rハノ

イ農業大学強化計画」の事前調査でハノイを訪れた時，

一度登っている．急な螺旋階段を登り，上からはハノ

イ市街が一望に見渡せ，意外なほど緑が多いことを見

て，爽快な気分になったことを覚えている．軍事博物

館の建物の中に入る．博物館には数千にも及ぶ展示物，

写真，地図，模型等がある．1階で戦争の母の写真を

見て2階に上がる．1954年3月から5月にかけて，ラ

イチョウ省の省都ディエンビィエンフー（Dien　Bien

Phu）で，抗仏戦争（第一次インドシナ戦争）中最大

で最後の戦いが行われた．グエン・ヴォー・ザップ

（Nguyen　Vo　Zap）将軍に率いられたヴィエトミン

（ヴィエトナム独立同盟）軍がフランス軍に勝利する

が，ディエンビィエンフーの戦いでのフランス軍基地

陥落のパノラマを模型と映像で見る．歌いながら高射

砲を山上まで運び上げるヴィエトミン軍の精神力には

脱帽である．

　屋外に置かれた，ディエンビィエンフーの戦いとヴィ

エトナム戦争で繋墜された敵国軍用機の残骸を見て別

棟に移り，今度はヴィエトナム戦争関連の展示物と写

真を見る．2階に上がり，ホーチミン戦役と言われる，

1975年4月30日のサイゴン陥落・南ヴィエトナム崩壊

に至るまでの，北ヴィエトナム（ヴィエトナム民主共

和国）軍と南ヴィエトナム解放民族戦線（ヴィエトコ

ン）の進撃のパノラマを模型と映像で見る．サイゴン

陥落のパノラマを見たのは，私は初めてだったが，両

パノラマを比ぺると，ディエンビィエンフーの戦いの

パノラマがはるかに面白い．1996年9月，メコンデル

タの中心地カントー（Can　Tho；芹萱）にカントー

大学農学部を訪問しての帰り，私はホーチミン市の戦

争展示館に立ち寄った．ヴィエトナム戦争の残虐行為

を中心に展示した館内は目を背けたくなるほどで，凄

惨さではハノイの軍事博物館をはるかに上回る．

　軍事博物館から歴史博物館に回る．入館料は1人

15，000VNドン．歴史博物館は紅河の畔にあり，私は

1997年4月以来2度目，松元と中山は初めての見学で

ある．先史時代からヴィエトナム民主共和国独立まで

の多種・多様な展示品が，時代に沿って年代順に整然

と展示されている．歴史博物館はヴィエトナムの歴史

を端的に知ることができ，苦難に満ちた歴史の一端を

垣間見ることができる．ハノイを訪問される方は是非

一度見学に行かれることを勧める．博物館には，日本

人材協力センター（VJCC）（JICAプロジェクト）と

在越日本国大使館婦人会の協賛による日本語のパンフ

レットが用意されている．パンフレットの記述によれ

ば，歴史博物館の建っているこの辺りは，1874年ハノ

イで初めてフランスに割譲された土地で，1910年まで

はフランス領事館であり，総督の公邸として使われて

いた．1900年フランスの東南アジア研究機関・フラン

ス極東学院がサイゴンからハノイヘ移ると，所有埋蔵

品や史料を収納・展示するための博物館となる。研究

に対して経済援助したフランス人ルイ・フィノー

（Louis　Finot）の名を取り，ルイ・フィノー博物館

と呼ばれた．現在の建物は，7年の歳月をかけて1932

年に完成したもので，フランス人建築家エルネスト・

エブラール（Emest　Hebrard）の代表作として，東

洋と西洋の折衷，現地文化と西洋様式建築を融合した

「インドシナ様式」（友田，2003）と言われる建築様式

による．八角形の美しい塔は採光が良く，二重の廟や

バルコニーは風通しを良くし，強い日差しから内部を

守るために考えられたものである．1954年のフランス

軍撤退後，歴史博物館と呼ばれるようになったが，地

元の人々からは，Nha　Bac　Co（この辺りの古い呼び

名）として親しまれている．ヴィエトナム略史を，パ

ンフレットから一部抜粋して，表1に再掲する．

　ヴィエトナムの歴史において，チャンパ（占城）の

話も面白い．パンフレットによれば，チャンパはチャ

ム（Cham）族の国で，2世紀末，サーフィン文化を

基盤に建国した．建国時の国名はリンユ（イ）（林邑）

と言い，15世紀に炉けて中部ヴィエトナムに勢力を誇っ

た．中部ヴィエトナムの地形的制約から農業基盤を持

てず，海外交易により財をなした．その後，キン族の

南進により南に追われ，15世紀末急速に衰退し，現在

は1少数民族として残る．チャンパの，3つの都市に

それぞれ政治，経済，宗教の機能を持たせ，単独機能

を持つ3都市を一直線上に並べて，聖山信仰とユニッ

トにして結合させる構成は，東南アジア基層文化のひ

とつとしてとらえられる（坪井，1994；友田，2003）．

チャンパの遺跡としては，中部ヴィエトナムのミー

ソン遺跡群が有名であり，煉瓦造りの方形塔に様々な

彫刻が施された祀堂が残る．チャンパでは，ヒンドゥー

教を主としながらも大乗仏教と土着信仰が混在して崇

拝され，ミーソンでは主に王と一体化したシヴァ神が

祀られた（友田，2003）．歴史博物館では，八角形の

塔の2階部分に，ガルーダ頭部やシヴァ神など，チャ

ンパの石の彫刻が展示されている．

　以下は，坪井（1994）の著作からの引用であり，チャ

ム族の宗教心をうかがい知ることができる．チャム族

は建築と彫刻にすぐれた造形美を示し，中部・南部ヴィ

エナムに多くの遺跡を残している．チャム族の宗教建
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ヴィエトナム略史表1

先史時代（B．C．50000～B．C．2000）

青銅器時代（B．C．2000～B．C．500）

建国期（お．C．700～B．C．208）

ドンソン文化（B．C．500～A．D．300）』

　ヴィエトナム北部を中心に発展した青銅・鉄器時代の文化
サーフィン文化（B．C．500～A．D。300）

　ヴィエトナム中部を中心に栄えた海洋性の文化
南部メコンデルタの文化（B．C．500～A．D．800）

北属期（B．C．111～A．D．938約1000年間）

　ヴィエトナムが中国に支配されていた時期．当時のヴィエトナムは，フエ以北のみを指す．南海物産

　（真珠・香木・ガラス・象牙）の集散地であったことから収奪の対象となり，中国の圧政に対し各地で

　反乱が起こる．

・40～43　ハイバー・チュンの乱

ゴー（呉）・ディン（丁）・前レー（黎）朝（939～1009）

・ゴー朝（939～968）

　ゴー・クエン（呉権）が中国の南漢軍をバックダンザン（白藤江）に破り独立．都はコーロア．

・ディン朝（968～980）

　ディン・ボ・リン（丁部領）がホアルー（現ニンビン省）に都を置き，ディン朝を開く．国名をダイコー

　ヴィエト（大盟越）と定め，ヴィエトナム最初の元号をタイビン（太平）とした．

・前レー朝（980～1009）

　レー・ホアン（黎桓）が帝位に就き，レー・ダイハイン（黎大行）と名乗る．中国（宋）を迎え撃ち，

　水陸ともに撃退した．

リー（李）朝（1010～1225）　ヴィエトナム最初の長期政権

・リー・コン・ウァン（李公蓋）が都をダイラー（大羅：現ハノイ）に置き，タンロン（昇龍）と改称．

　即位後はリー・タイトー（李太祖）と称する．国名はダイヴィエト（大越）．9代続く．

・仏教の保護（一柱寺建立1049年）・科挙制度の導入（1075年）・律令体制の整備．

チャン（陳）朝（1226～1400）

・皇族による中央集権化が進む．（上皇制度）

・国史『大越史記』の編纂，チューノム文学の始まり．

・陶磁器生産が飛躍的に進歩．国内需要の拡大により中国から大量に輸入．日本を含め，海外からの注文

　を受けて輸出も始まる．

・蒙古（1271より元）の侵入

　第1回（1257）・第2回（1282・1285）・第3回（1287－1288）

　チャン・フン・ダン（陳興道）がバックダンザン（白藤江）で大勝．

ホー（胡）朝（1400～1407）

・ホー・クィ・リー（胡酪季）がタイドー（西都：タインホア省）に都を移し，国号をダイグゥ（大虞）

　とする．チャン朝の皇帝一族の独裁を改めようとしたが，性急過ぎて失敗．胡朝城の築城＊．

・築城・火薬兵器など軍事技術が発達する．

中国のミン（明）による属領期（1407～1427）

・明の徹底的な同化政策と中国文化の強制に対し，各地で抵抗運動が起こる．

・レー・ロイ（黎利）の抗明運動（1418～1428），タインホア省ラムソンで蜂起．

・グエン・チャイ（院薦　1380～1442）

　儒者＊．レー・ロイのブレーンとして貢献．『ビンゴダイカオ』（平呉大詰）を書き，明からの独立を宣

　言し，民族統一の意識を高めた．1980年ユネスコから世界的文人として公認された．

後レー（黎）朝前期（1428～1527）

・レー・ロイは初代レー・タイトウ（黎太祖）と称する．国名は大ヴィエト（大越）．都は・ドンキン（東
　京：現ハノイ）．

・国内の整備が充実．特にレー・タイントン（黎聖宗　在位1460～1497）の時代に最も発展する．

　法律の整備一r洪徳律令』ヴィエトナムに現存する最古の法典
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　地図の作成一『洪徳版図』
　チューノム文学の発展一『洪徳国音詩集』
　官制・税制の改革，中央集権体制の確立＊

　儒教を国の基本とする一科挙制度の確立，國子監（国立大学）の設立＊

　領土の拡大一堤防修理・農村の開拓
・村落共同体の発展→手工業の発達→交易の発達

マック（莫）朝（1527～1529）

・マック・ダン・スン（莫登庸）がレー朝の内乱激化の中で権力を掌握．社会不安の中で仏教・道教が盛

　んになる．

後レー（黎）朝後期（1533～1789）

　チン（鄭）氏と広南グエン（院）氏の南北対立の始まり

　1）チン氏（北部）

　　グエン・キム（院湿）（レー朝の旧臣）が1533年レー・チャントン（黎荘宗）を擁立してレー朝を復

　活するが，娘婿のチン・キエム（鄭検）が実権を握る．以後，レー朝の帝位を尊重するが，実権はチン

　氏が握る．

　2）広南グエン氏（南部）

　　1588年グエン・ホア（グエン・キムの次男）がチン氏を嫌ってフエに移住，勢力を南へ伸ばす．中部

　ホイアンを利用して国際貿易を展開，関税の徴収で財政が潤う．日本の朱印船貿易も行われており，日

　本からは銀・銅が輸入され，ヴィエトナムは陶磁器などを輸出した．華僑の力が大きかった．

タイソン（西山）朝（1788～1802）

・アジア貿易の縮小・国内の政争により収入が減り，農民搾取が強まったことに対し，農民の巨大な反発

　が起こる．

・1771年農民出身のタイソン（西山）グエン氏3兄弟がタイソン省（ビンディン省）で広南グエン氏に対
　して反乱を起こし追放，チン氏も打倒して，後レー朝を滅ぽす．一時期ヴィエトナム全土を掌握．

・タイソン朝は農民本位で，それ以前の交易の担い手であった華僑やシャム（タイ）を無視した．交易ネッ

　トワーク再建のために，シャム・華僑・フランスなどが広南グエン氏の末商であるグエン・フック・ア

　イン（院福映）の後ろ楯になり，グエン朝ができる．

グエン（院）朝（1802～1883）

・グエン・フック・アインが即位し，初代皇帝ザーロン（嘉隆）帝（在位1802～1820）を名乗り，ヴィエ

　トナム全土を統一．国号はヴィエトナム（越南）．都はフエ．

・華夷思想（満州族の清朝より中華の正当な後継者はグエン朝であるという考え）により，中国に倣って

　皇帝独裁の中央集権体制・儒教主義・科挙制度を強化する．

・ヨーロッパの産業革命により，品物の販路を求めて外国勢力が伸びてきたが，中国以外の国に対する無

　関心に，国際情報が不足していたことが重なり，キリスト教の弾圧をきっかけとして，フランスがヴィ

　エトナムの植民地支配を強めていく．

グエン（院）朝（フランス統治時代）（1883～1945）

・1883年ヴィエトナム全土がフランスの支配下に置かれる．

・1887年仏領インドシナ連邦成立（フランス人総督の設置）．

・1930年グエン・アイ・クオック（院愛国）（1942年以前のホー・チ・ミンの名前）が香港でヴィエトナ

　ム共産党を結成
・1940年フランスがドイツに降伏したのを機に，仏領インドシナに日本軍が進駐し，フランスの支配が弱

　まる．ヴィエトミン（ヴィエトナム独立同盟）の力が強まり，植民地勢力に対抗できるようになる．

・1945年8月第二次世界大戦終結を機に，ハノイ・フエ・サイゴンで一斉に蜂起（8月革命）．

・グエン朝最後の皇帝・バオダイ（保大）帝退位．

ヴィエトナム共和国（1945）

・1945年9月2日ホー・チ・ミンによる独立宣言．

歴史博物館パンフレットから一部抜粋．＊ベトナム町並み観光ガイド（友田，2003）より引用．
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築の特徴は，煉瓦が主要な材料として使用され続ける

ことである．煉瓦へこだわり続けたのは，大地を意味

するr土」に生命を育むr水」を混ぜ，破壊と生命を

象徴する「火」を加えることによって物質が変化する

ことに，大きな宗教的意味を認めていたからだという．

この土，水，火に対する信仰は，チャム族の近隣に住

むザライ族（院朝からは水舎国，火舎国と呼ばれ，朝

貢国の一つとして扱われた）にも認められていて，こ

の地域一帯に根ざす共通な宗教感情のようである．

同 ム
云窓

　ツォン君が，ノイバイ空港まで長憲次九州大学名誉

教授を迎えに行かねばならず，それ以上マイクロバス

を拘束できなくなり，歴史博物館をやや心を残しなが

らも出て，午後4時半頃ハノイホテルに戻る．各自し

ばし休憩を取る．午後7時から，ハノイホテル近くの

Lanchi　restaurant（住所：1a　Lang　Ha　street）で

開催された，九州大学農学部同窓会と同窓会ハノイ支．

部結成大会に出席する．日本側は，夕刻ハノイに到着

されたばかりの長憲次九州大学名誉教授を含めて9人．

ヴィエトナム側は，九州大学大学院農学研究科あるい

は生物資源環境科学研究科／府に留学経験をもつ8人．

ブイ・ニィ（Bui　Nghi）氏がヴィエトナム側を代表

して挨拶し，開催に至った経緯を述べ，同窓会ハノイ

支部結成と世話人を提案する．続いて江頭が，日本側

を代表して，これまでのヴィエトナム訪問での経験に

触れながらやや長く挨拶する．その後，各自が，ヴィ

エトナム側は日本での思い出を語り，日本側は日本で

の居住地・職場・仕事の説明を中心に，自己紹介をす

る．午後10時過ぎまで，話し，食べ，飲んでエンジョ

イする．費用は締めて215万VNドン（日本円で
17，900円）．均等割りにすればヴィエトナム側には大

きな負担となり，日本側で1人20万VNドンを支払

う．歩いてホテルまで帰る．夜も，集団であれば治安

は大丈夫である．

　同窓会に最も遠くから参加したのは，メコンデルタ

の中心に位置するカントー省のカントー大学農学部の

グエン・ジー・カン（Nguyen　Duy　Can）氏である．

NguyenDuyCan氏と，1985年12月末から1986年1
月半ばまで，メコンデルタ稲作改善基礎調査でカントー

大学のゲストハウスに滞在した時の思い出を語る．同

窓会には，カントー省の北，アンザン（An　Giang；

安江）省のアンザン農業大学（An　Giang　Agricu1－

tural　University）の学長を務めるVo　Tong　Xuan

（ヴォー・トン・スァン；武従春）氏も出席の予定で

あったが，手違いで参加できなかった．Vo　Tong

Xuan学長は，大学院農学研究科で農学博士の学位を

取得した．帰国して，南ヴィエトナム陥落後の混乱を

乗り切り，メコンデルタの稲作増産に大きな役割を果

たし，カントー大学副学長の地位にまで昇りつめ，ア

ンザン省選出の国会議員をも務めた．ヴィエトナムは

1989年米輸出国に転じるが，そこまでになるに至った

のはVo　Tong　Xuan学長の貢献大である．先には，

Luong　Dinh　Cua氏について述べた．このように，

北と南の農業生産増大に主体的な役割を果たした2人

が九州大学農学部に深く関係していることは，大いに

愉快である．

合同ワークショップ

　7日，日越合同ワークショップの日．朝6時から朝

食を取り，7時にハノイホテルを出発し，8時少し前

に会場のハノイ農大に着く．3日の打ち合わせでは，

図書館2階のセミナー室で開催することになっていた

が，何の予告もなく，本館1階の大講義室に変更にな

る．この会場変更，やはり善意に解釈すべきなのであ

ろう．午前8時半からワークショップ開始．司会は

Nguyen　Xuan　Thanh副学部長．冒頭に，日本側か

ら始めて，両国の主だった出席者の名前をひとりずつ

読み上げて紹介する．読み上げられる度に会場から拍

手が送られ，歓迎の意が表される．共産圏諸国で見ら

れるしきたりであるが，初めて味わう身には何となく

面映い感じである．Nguyen　Thi　Vong学部長，続

いてDang　Vu　Binh学長が挨拶．会場に着いて，広

告用紙の裏に即興で挨拶文を作成していたのだが，九

州大学大学院農学研究院長あるいは日本側代表として

の挨拶は回ってこなかった．幻に終わった挨拶文を表

2に記す．

　今回の日越合同ワークショップは，JICAプロジェ

クトrハノイ農業大学強化計画」の終了を記念し，そ

の成果発表を目的に計画されたもので，ワークショッ

プのタイトルは「Conservation　of　Soil　and　Water

in　Agriculture　in　the　Red　River　Basin（紅河流域

農業の土壌・水環境保全）」であった．発表者と発表

課題を，九州大学大学院農学研究院のホームページか

ら引用して表3に再掲する．ワークショップでは，日

本側2人，ヴィエトナム側5人が口頭発表し，集約農

業下の地下水の窒素汚染，土地利用・計画への工場設

置の環境影響評価，灰色退化土壌の土壌形態学的特徴

と物理的・化学的性質，野菜や用水中の農薬残留，水

管理・施肥法の違いが春稲の水利用効率と収量に及ぼ
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表2　合同ワークショップでの幻に終わった挨拶．

Distinguished　guests，ladies　and　gentlemen，it　is　a　great　plea．sure　for　me　to　exten（1an

opening　address　on　the　joint　workshop　on　the　title　of“Conservation　of　Soil　and　Water　in

Agriculture　in　the　Red　River　Ba．sin”．　On　behalf　of　the　Faculty　of　Agriculture，Kyushu

University　and　attendants　from　Japan，first　of　a11，I　express　my　sincere　gratitude　to　Dean

and　faculty　members　of　the　Faculty　of　Land　Resources　and　Environment，and　Hanoi

Agricultural　University　to　ho1（l　the　first　joint　workshop　between　the　Faculty　of　Land

Resources　and　Environment，HAU　and　the　Faculty　of　Agriculture，Kyushu　University．The

purposes　of　the　present　workshop　are：1．Common　understan（1ing　of　research　and

educational　output　of“HAU－JICA　ERCB　Project”；and2．Continuation　and　development　of

cooperative　research　activities　between　the　two　institutes．Urgent　scientific　topics　solved　in

the　field　of　soil　science　in　the　Red　River　basin　are　following：1．Conservation　of　water　quality

in　rural　and　urban　areas；2．Elucidation　of　soil　properties　and　improvement　of　crop　production

in　the　areas　of　the　problem　soils；and3．Prevention　of　soil　erosion　to　sustain　the　crop

pro（luctivity　in　the　hilly　and　mountainous　regions．The　present　workshop　covers　two　out

of　the　three　topics．I　am　sure　success　of　the　present　joint　workshop　and　that　we　have　a

great　future　in　the　development　of　a　scientific　partnership．Thank　you　for　your　attention。

表3　合同ワークショップでの発表者と発表課題．

（1）Kiyoshi　Kurosawa（lns砒ute　of　Tropical　AgTiculture，Kyushu　University）

　　Temporal　trends　in　inorganic　nitrogen　levels　of　well　water　in　some　agricultural　villages

　　of　the　Red　River　delta．

（2）Jun　Matsumoto（Kagoshima　Prefectural　Agricultural　Experimental　Station，Kagoshima）

　　Pollution　of　un〔1erground　water　by　nitrate　in　the　Kasanohara　Shirasu　Plateau．

（3）Kao　Madilenn（Hanoi　Agricultural　University）

　　Some　environmental　effects　of　the　industria．1development　on　land　use　and　planning．

（4）Do　Nguyen　Hai（Hanoi　Agricultural　University）

　　Soil　morphology　of　grey　degraded　soils　in　north　of　the　Red　River　delta．

（5）Nguyen　Huu　Thanh（Hanoi　Agricultural　University）

　　Some　physical　and　chemical　characteristics　of　degraded　soils．

（6）Tran　Thi　Le　Ha（Hanoi　Agricultural　University）

　　Stu（1y　on　pestici（1e　residue　in　vegetables　and　water　at　some　locations　in　Hanoi．

（7）Nguyen　Tat　Canh（Hanoi　Agricultural　University）

　　Influence　of　water　management　and　fertilizer　application　methods　on　water　use　effi－

　　ciency　and「ice　yiel（l　in　sP「ing　cropping，2003．

（8）Shunjiro　Hashimoto（Nakamura－Gakuen　University，Fukuoka）

　　Comparison　of　chemical　components　between　Vietnamese　fish　sauce，Nuoc　mum，and

　　Japanesesoysauce．

す影響など，紅河デルタ農業の土壌・水環境を巡る研

究成果が報告され，鹿児島県笠野原シラス台地周辺の

畜産廃棄物による地下水硝酸汚染の事例が報告された．

この他，橋本（中村学園大学）が，「ニュォクマムと

醤油の化学成分の対比」の課題でポスター発表を行っ

た．

　学部長と学長の挨拶が終わって，8時45分から講演

開始．午前中に3題の講演が行われ，昼休みに橋本の

ポスター発表．昼食は，ハノイ農大構内のキムタイン

（Kim　Thanh）食堂で，ミニ歓迎会．昼食後日本側

メンバーで構内を散策し，JICA専門家室で一休み．

午後の部は1時半から開始され，ハノイ農大側の4人

が講演，4時に終了した．ワークショップヘの参加者

は，日本側8名，ヴィエトナム側約30名であり，講演

毎に活発な質疑応答がなされ，成功裡に終了した，終

了後，出席者全員による記念撮影．日本側から江頭と

黒澤，ハノイ農大側から学部長，・2人の副学部長，Do

Nguyen　Haiさん（国際関係担当）とNguyen　Huu
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Thanhさん（グエン・ヒュー・タイン；院有成）（ハ

ノイ農業大学土地資源環境学部上級講師で同学部中央

実験室管理責任者）が残って，今後の共同研究の研究

課題について30分足らず打ち合わせる．その問，他の

メンバーは会場の外で談笑．研究打ち合わせでは，色々

と要求が出てきたが，これまでの研究継続の線で了承

してもらう．九大側のマンパワーと研究資金では，研

究の拡大や新たな展開は無理である．ヴィエトナム側，

生活や対外的にはアグレッシブだが，こと研究の面で

は要求してくるばかりで，自ら行うことの積極さが見

えないのはやや残念である．飲むことや食べることに

対するアグレッシブさに比べ，研究では依存性が感じ

られる．

　ハノイホテルに戻り，午後6時半から，ホテル近く

のレストランVan　Tue（ヴィエトナム語で10ng　live

を意味し，漢字では万歳）で歓迎晩餐会．ハノイ農大

側で出てきたのは，Nguyen　Thi　Vong学部長，Do

Nguyen　Haiさん，Nguyen　Huu　Thanhさん，
Nguyen　Dinh　Manhさん（グエン・ディン・マイン；

院定強）（土地資源環境学部の前副学部長）とPham

Ngoc　Thuyさん（ファム・ゴック・トゥイ；萢玉瑞）

（土地資源環境学部の前学部長）の5人．2人の副学

部長は欠席する．8時過ぎにはホテルに帰る．私はさ

すがにそれまでの疲れが出て，早々にベッドに横にな

る．合同ワークショップのプロシーディングスは，ハ

ノイ農大関係者によって2004年2月に刊行された．

絹 の 街

　8日，ヴィエトナム最後の日である．私は，8時か

ら20分程ハノイホテルの回りを散策し，朝市の活気を

楽しむ．9時にチェックアウトし，手荷物だけを持っ

て，残りの荷物は纏めてホテルに預かってもらい，出

立する．案内は，タイン（Nguyen　Huu　Thanh）さ

んと，山口大学農学部で修士の学位を取って帰国した

ばかりのグエン・ティ・ミン（Nguyen　Thi　Minh；

院氏明）さん（ハノイ農業大学土地資源環境学部講師）

である．先ず，ハテイ（Ha　Tay；河西）省のハドン

（Ha　Dong；河同）に行く．ハドンはハテイ省の省都

で，ハノイ省に接する．ハドン，以前はハノイ省に属

したが，省界線の変更でハテイ省に移ったと聞いたこ

とがある．

　ハドンは絹の街として知られ，外国人も多く来てい

る．先ず，絹織物の家内工業的工場を見学する．薄暗

い工場内で，職機を相手に働いているのは若い男女．

1人が1台を受け持つ．隣接する母娘経営の店で，絹

のスカーフとネクタイを買い求める．絹のスカーフは

どれも1枚3万VNドンで250JP円程．絹の街だか
ら売られているのは全て絹製品と頭から信じていたの

だが，私が2軒のうち1軒で買ったのはポリエステル

製であることが，帰国しての手触りでわかった．ポリ

エステル製のスカーフは1枚2．5万VNドンで，安さ

と臨月に近い店の若奥さんのどこか優しげなに風情に

つられて買ったのだが，そういうからくりがあるとは

つゆ知らず，見事にひっかかってしまった．己の品性

のいやしさを恥じるばかりであるが，それもまた異国

の地での楽しみである．

　福留さんはハドンで別れ，ゴー・スァン・ビン

（Ngo　Xuan　Binh；呉春平）さんと行動を共にする．

Ngo　Xuan　Binhさんは大学院農学研究科で，附属

農場に籍を置いて博士の学位を取り，現在はタイグエ

ン農林業大学（Thai　Nguyen　Agriculture　and　For．

estry　University；ヴィエトナム国内では第三農業大

学と呼ばれ，1970年の創立で，北部山岳地帯の農林業

振興を学術的に支える）に上級講師として勤務する．

九州大学農学部同窓会出席のため，ハノイより北に

60kmのタイグエン省の省都タイグエンから出て来て

いた．私は，タイグエン農林業大学には，「ハノイ農

業大学強化計画」の長期調査で滞在した折の1997年

4月27日，チームのメンバーと一緒に一度出かけてい

る．日曜日で大学は閉まっており，昼間から酒を飲ん

で寮に帰る学生達と写真を撮っただけであったが，こ

んじんまりとした大学の雰囲気は認識できた．昼下が

り，暑さで人通りのないタイグエンの街の通りが印象

に残る．

古寺巡礼
　ハドンでの買物の後，タインさんに頼んで，寺を回

ることにする．ヴィエトナムには，多くの寺社や祠が

ある．大きな都市には勿論，小さな村でもそこここに

見ることができる．書かれている文字は漢字．漢字を

理解できる人はほとんどいないけれど，老いも若きも

仏像や神の前で一心に祈っている．桃赤色の長く太い

線香を立て，三度礼拝する．私自身はこれまでのヴィ

エトナム訪問で，幾つかの寺社を回っているが，今日

は古寺巡礼と洒落込んで，ハテイ省のチャムザン寺

（Chua　Tram　Gian）とテイ寺（Chua　Tay）に参る

ことにする．

　ヴィエトナムの宗教的建築物について，これまで本

を読んだりあるいは関係の人達に尋ねたりして，聞き

かじってきた知識を基に挙げると，独自の宗教観を持
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つ教会，モスク，ヒンドゥー教寺院を除いて，Chua，

Den，Dien，Phu，Mieuの5つが挙げられる．Chua

は仏陀を祀る寺院（仏教寺院）であり，ハノイ市内で

は一柱寺（Chua　Mot　Cot），鎮国寺（Chua　Tran

Quoc）などが有名である．Chuaは寺と全く同義に

使われるが，Chuaの漢字は今までのところ見つけて

いない．Chuaは漢越語ではない可能性も考えられる．

Denは国家英雄あるいは国家建設に功労のあった人々

を祀る寺院であり，ハノイ市内では，鎮武観（Den

Quan　Thanh），玉山祠（Den　Ngoc　Son），金蓮殿

（Den　Kim　Lien）などを知る．Denの漢字は「殿」

である．Dinhは村落（社あるいは村）の集会施設で，

村の守護神や時には村の開拓者である氏族なども祀ら

れ（友田，2003），ヴィエトナムの封建社会において，

人々が集まり，村落のリーダーを選び，祖先を崇拝し，

平和と豊作を祈った館であり，祠堂である．Dinhの

漢字は「亭」である．英語には，Chuaはpagoda，

Denはtemple，Dinhはcommunal　houseと訳され

る．Chuaが外来の仏教寺院であるに対し，Denと

Dinhはヴィエトナム古来の宗教建築物である．Phu

は，漢字では「府」である．Phuは少なく，わずか

にハノイの西湖畔に西湖顕跡（Phu　Tay　Ho）があ

り，タインさんと一度参拝したことがある．陰暦の9

月1日ということで，大勢の参拝客で賑わっていた．

Mieuは漢字では「廟」で，孔子廟である文廟（Van

Mieu）がよく知られる．

　日本との対応を試みれば，Chuaは間違いなく寺で

ある．Denは国家英雄あるいは歴代の皇帝・皇族を

祀るところであり，神社あるいは祠に当たると言える．

Dinhは氏神，つまり村の鎮守の神様に対応すると考

える．私の生まれた福岡県三潴郡蒲池村（現柳川市）

の下田町集落にも，集落の外れにrお宮」と称される

一隅があり，堂と広場があった．集落内の別の場所に

は，「お観音さん」と呼ばれた小さな観音堂があり，

月々の祭りが執り行われていた．「お宮」の集会機能

は公民館に取って代わられていたが，節目節目の祭り

事は，ここを氏神として行われていた．移動映画（活

動写真）は「お宮」の広場で行われ，旧暦の盆には，

盆綱が引かれ，広場に即席の土俵が造られての子供相

撲には，集落中の人々が集まり熱狂した．Phuはヴィ

エトナム人に聞いてもややはっきりせず，フイ（後述）

は，敷地内にChuaの要素とDenの要素を合わせ持

つ所と話し，ハイさんは，Phuは公共の礼拝（com－

mon　worship）場所で，通常Dinhより大きいと話

す．フイにまた聞くと，PhuはDinhよりもむしろ

Denの大なるものと話す．黒澤の調べでは，Phuは

女神を祀る場合に使うとのこと．因みに，西湖顕跡の

本尊のひとつは千手観音と，フイから聞く．Phuに

ついては，このように様々な見解が見られるが，神の

要素と大なる所の見方に立てば，神宮（神の宮殿）に

対比させられうる．Mieuは孔子廟あるいは聖廟であ

る．このように見てくると，ヴィエトナムの宗教的建

築物が，完全には一致しないとしても，ほぼ対応して

日本にも見られ，仏教，儒教，祖先崇拝，英雄信仰な

どが一体として，渾然とした宗教観が日越に共通して

感じられるのは面白いことである．

　話を戻し，先ずチャムザン寺に行く．チャムザン寺

は，私は初めての参拝である．Tramは100で，Tram

Gian寺は100の堂のある寺の意味である．実際には

104の堂がある．案内によれば，チャムザン寺は1176

年に建設を始め，1210年に完成するが，その後何度も

修復されている．幹線道路からはずれて寺に向かう小

道に入ると，車の走りで土埃が立ち，家も土塀も木も

埃を被って土色に変色している．暫く走り到着，

CHUA　TRAM　GIANの案内（図33）を見る．寺の

前の簡易食堂（図34），COMは飯，PHOは麺を表す．

食堂の前では若い女性が肉を売る．また別の食堂（図

35），COM，PHOの他にBIA　HOIの文字を見る．

BiaHoiは，毎日工場から運ばれ．その日のうちに消

費されるビールで，生ビールと考えてよい．休息所を

兼ねた入場券販売所（図36）で拝観料を払い，境内に

入る（図37）．寺の中の池では，水上人形劇が演じら

れるが，今は水牛がのんびりと水浴をする（図38）．

寺の境内では，参拝客相手に土産物が売られ（図39），

子どもが手に提げて売りに来る．境内をゆっくりと一

巡りする（図40～43）．ひとつの坊のところで，私が

功徳箱に寄付しようとしたら，1，000VNドンでは余

りに小額ということで，係りの小母さんに断られてし

まった．帰り際，門の近くで，男の子達がビー玉に興

じていた（図44）．童心に返り暫く見ていた．

　続いて，テイ寺に行く．Tayは，越語で先生ある

いは父親を意味し，Father　Pagodaと呼ばれる．テ

イ寺は，私は2001年6月以来2度目．最初の時の案内は，

チン・クァン・フイ（Trinh　QuangHuy）（ハノイ

農業大学土地資源環境学部講師；2001年10月から2004

年9月まで，大学院生物資源環境科学府の博士後期課

程に在籍）と今日も案内役のミン（Nguyen　Thi

Minh）さん．2人とも日本に行く少し前で，車は土

地・水資源管理学部長専用の赤い車であった（学部長

専用車は，2002年10月の訪問ではもう見なかった）．
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男

　　図42　Chua　Tram

萎萎叢彗「沈纏騨羅

鐸蹴鑛鞭…、嚢轟．一

図44　Chua　Tram　Gia】
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　　図46Chua　Tay，集落を眺める．
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寺図48　Chua　Tay，

．1観　繋層既齢漏襲誕繋，脚、ご

図43　Chua　Tram　Gian，境内，小門．

図45Chua　Tay，農家と畑を眺める．

　　醜．，ノ制搾簾・灘『総

　　　鼠藤鷺覆

　図47Chua　Tay，寺の正面を望む．
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タインさんがテイ寺へ行く道をわからず，途中で土地

の人に尋ねながら行ったが，結局間違えてしまい，寺

の正面ではなく裏から入ってしまう．入口の所で，タ

インさんが係員と口論になる．ヴィエトナムでは，拝

観料，乗船料，ホテル代等に，今でも国内人と外国人

の二重価格制が残る．テイ寺の係員は，ヴィエトナム

人用の拝観料の書かれた拝観券しかもたず，その拝観

券で外国人の拝観料を払えということだったらしい．

暫く押し問答を繰り返したが，気の弱いタインさん，

結局アグレッシブな係りの小母さんの言いなりに負け

てしまったようである．

　テイ寺は石灰岩の山に造られたお寺で，山のそここ

こに幾つもの堂がある．裏から入ったため，石灰岩の

急な斜面を登りながら，それらの堂に参拝し，線香を

上げていく．また，石灰岩の問から農家と畑（図45）

を見て，石灰岩の上から集落（図46）を見る．気温31

℃，11月とはいえ陽射しは強く，汗だくの苦行となる．

登ったら降りなくてはならない．足を滑らせないよう，

私は鞄を抱えながら用心して降りて行く．やっとのこ

とで平地に降り，集落の中を歩いてテイ寺の正面口

（図47）に出る．途中，1軒の家では，結婚の祝いの

準備がなされていた．タインさんとミンさんは，汗も

かかずに歩いて行く．寺の前の池は，水上人形劇が行

われる．テイ寺の正面には出たが，疲労困懲，そこそ

こに参拝して（図48），寺を後にする．タインさん，

ヴィエトナム戦争の頃，テイ寺の近くに疎開したと話

す．石灰岩の洞窟が多くの人々の隠れ家となり，米軍

による北爆から逃れていたのではなかろうか．

　ハノイに戻り，午後3時頃から，西湖畔のレストラ

ンBanh　Tom　Ho　Tayで昼食．4時半頃ハノイホテ

ルに戻る．ミンさんは，ホテルヘの途中で別れる．ホ

テルでは，ハイさんが下のお嬢さんを伴い土産を持っ

て待っていた．6時頃ホテルを出る．見送り役はタイ

ンさん．7時前にノイバイ国際空港に到着．TG685便，

午後8時40分に離陸，バンコクまで1時間25分の飛行

時間．離陸して10分も経たないうちに機内食．鶏肉と

マッシュルームのカレー，コーラで流し込む．飛行は

快適で揺れず，9時59分バンコクドンムアン国際空港

に着陸．TG648便（JL5118便との共同運航便），9日

午前1時ドンムアン空港を離陸．離陸後福岡まで4時

間35分の飛行時間．眠る間もなく4時半に起こされる．

飛行経路案内では，台湾上空を離れたところ．4時40

分時計の針を2時間進め，日本時刻に合わせる．7時

52分福岡空港に着陸する．

見果てぬ夢
　北部山岳地帯には6少数民族が居住し，異なる伝統・

生活文化を守って生活しています．中国南部からヴィ

エトナム，ラオス，タイ，ミャンマーの山岳地帯には，

このような多くの少数民族が焼畑を生業として生活し，

民族固有の伝統・生活文化を有しています．私は，こ

れまで，30回以上にわたって南・東南・東アジアを回

り，各地の様々な土地利用，多様な農業生産体系を見

てきました．市場にもよく行きました．市場は，人々

の活気が最も溢れる所です．このようにアジアを回る

中で，私は，人が一番面白く，興味があると感じるよ

うになりました．今後も，暇を見つけてはあちこち歩

き，人と話し，笑い，食べて，飲んで，歌っていきた

いと思っています．
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Summary 

The joint workshop between the Faculty of Land Resources and Environment, Hanoi 

Agricultural University and the Faculty of Agriculture and the Institute of Tropical 

Agriculture, Kyushu University was held at Hanoi Agricultural University, Ha Noi, Viet 

Nam, on November 7, 2003. The trtle of the workshop was "Conservatron of Soil and Water 

in Agriculture in the Red River Basin". Seven oral and one poster presentations were 

presented. The oral presentations covered the following topics: pollution of underground 

water by inorganic nitrogen through intensive agricultural production and livestock raising in 

the Red River delta, Vietnam, and in the Kasanohara Plateau, Iocated in the center of the 

Osumi peninsula of Kagoshima prefecture; pollution of vegetables and water by pesticide 

residues irl Ha Noi; morphological features and some physical and chemical properties of _ grey 

degraded soil, one of the problem soils in the Red River delta; efficiency on water management 

and fertilizer application to spring rice in the Red River delta; and environmental effects on 

land use and planning. These topics are those urgently solved in the field of soil science in 

the Red River basin. 

Before the joint workshop, an excursion to Sa Pa, Lao Cai province, was carried out to 

observe land use and agricultural production in the hilly and mountainous region of northern 

Viet Nam. In addition, we visited to hamlets of minorities and got information on population 

census through interview to staffs at the People's District Committee of Sa Pa. The military 

and historical museums, a public market in the downtown area, and one Confucius and two 

Buddhist temples in and around Ha Noi were visited to understand culture and history of Viet 

Nam and the religious mind of Vietnamese people. 


