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特別紀行

ドイモイ前のヴィエトナムを訪れて

　一メコンデルタ稲作調査紀行一

　　　　　　　　　　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

　　　　　　（2004年6月30日受付，2004年7月13日受理）

　　Visit　to　Viet　Nam　before　Doi　Moi

－Field　Survey　on　Rice　in　the　Mekong　Delta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

　ヴィエトナム（越南）への最初の訪問は，1985年12

月から1986年1月まで，文部省の海外学術調査「メコ

ンデルタ地帯の稲作改善に関する基礎調査一特に深水

稲について一」でした．井之上準助教授（調査団長），

松山宣明助教授に同行しての初めての東南アジアでし

た．この調査は，私自身は後で知ったのですが，1975

年4月の南北統一後，日本から初めてのカントー大学

農学部（Faculty　of　Agriculture，University　of

Cantho）への学術調査でした．しかし，ビザ発給の

遅れから1年延び，当時の書簡を今改めて読み直して

みますと，ヴィエトナム国共産主義官僚機構の非能率

さと教条主義を相手にして，実現に向けての日越関係

者の尽力と忍耐がうかがえます．と同時に，この海外

学術調査が，カントー大学農学部への教育支援／協力

の再開に向けて，カントー大学農学部及びかつてカン

トー大学農学部へのJICA技術協力に関わった人達か

ら大きな期待を寄せられていたことがうかがえます．

そのような重要性を充分には認識せず，個人的には見

聞に気を取られ，土壌試料を集めることもせず，半ば

物見遊山に終わったことは大いに反省しています．

　稲作改善基礎調査では，メコンデルタ（Mekong

delta）の中心に位置するカントー（Can　Tho；芹苞）

市のカントー大学農学部に根拠を置いて，作物学（井

之上先生），植物病理学（松山先生），土壌学（江頭）

の立場から，メコンデルタの稲作をあちこち調査して

回りました．調査地はメコンデルタでしたが，当時の

ヴィエトナムでは直接目的地に入ることは許されず，

先ず首都のハノイ（Ha　Noi；河内）に立ち寄って，

ヴィエトナム高等教育省と在ヴィエトナム日本大使館

を表敬訪問しました．福岡から香港で乗り継ぎ，タイ

の首都バンコク（Bangkok）に一泊して飛行機を待

ちました．当時，西側諸国からハノイヘ入るには，空

路はバンコクからしか入れませんでした．ドンムアン

（Don　Muang）空港の国内線ターミナルから，ハノ

イ行きの飛行機に乗りました．ハノイのノイバイ

（Noi　Bai）空港，国際空港とは名ばかりで，JRロー

カル線の駅さながらの造りでした．空港建物の前で煉

瓦が焼かれていたのを強烈な印象とともに覚えていま

す．

　ドイモイ（Doi　Moi；刷新）が，地方レベルでの実

験の成果を受けて，第6回ヴィエトナム共産党大会で

国家政策として正式に採択されたのが1986年12月です

から，最初の訪問はそのちょうど1年前になります．

我々が訪れた頃は，グエン・ヴァン・リン（Nguyen

Van　Linh；院文領）を中心に，ドイモイヘ向けての

動きが加速されていた頃と思料されますが，その時は

知る由もありません．1975年の戦争終結から10年，ヴィ

エトナムはまだ貧しく，ヴィエトナム戦争の名残を見

ることができました．ヴィエトナム戦争の，私にとっ

ての哀しい想い出は，ヒュィン・コン・トー
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（Huynh　Cong　Tho　l兄公寿）のことです．

　トーは，カントー大学農学部への国際協力事業団

（JICA：Japan　Intemational　Cooperation　Agency）

の技術協力によるカウンターパート研修で単身来日し，

1974年4月九州大学大学院農学研究科農芸化学専攻修

士課程に入学しました．当時私は農学部助手でしたが，

彼の直接の指導をすることになりました．1975年4月

30日の南ヴィエトナム陥落は，トーに大きな精神的衝

撃を与えました．体の変調をきたし，入院を余儀なく

されました．親族に南ヴィエトナム政府要人がいたトー

は，迫害を恐れてか帰国することを断念し，家族のこ

とを案じたまま学業を続け，1976年4月博士課程へ進

学しました．ヴィエトナム国メコンデルタ酸性硫酸塩

土壌に関するトーの研究成果は，共著の論文として

1976年と1977年発行の農学部紀要に掲載されています

（Huynh－cong－Tho　and　Egashira，　1976，　1977）．　トー

には，私が直接関わった最初の留学生として，色々な

思い出があり，今でも彼の顔をはっきりと覚えていま

す．しかし，トーは1977年9月博士課程を中退し，脱

出した家族の後を追ってフランスヘ渡り，その後アメ

リカ合衆国へ移りました．トーと同時期に大学院農学

研究科に在籍した南ヴィエトナムからの留学生の多く

が，同様の運命に翻弄されました．1979年10月，テキ

サス農工大学（Texas　A＆M　University）での1年

間のポストドクター生活からの帰途，当時カリフォル

ニア州ロスアンジェルスに住んでいたトーと再会し，

1日は海鮮料理を楽しみ，1日はディズニーランドに

遊びました．ただ，トーに妻子の影が感じられないの

が気がかりでした．トーは，日々の生活に追われ，学

究継続への望みを果たせぬまま，10年後の1989年8月

46歳の若さで，糖尿病で死去しました．そのことを，

再婚した奥さんからのクリスマスカードで知りました．

南北分断の犠牲となり，大国の正義に振り回された彼

の一生を思うと，今でも本当に無念でなりません．

　ヴィエトナムでは，19世紀半ば，フランス人宣教師

によって現在のアルファベット表記による国語が考案

されるまで，中国の文化的影響を受けて，漢字が広く

使われていました．最初の訪問の時，メコンデルタの

農家を訪れ，幾つもの農家の柱や神棚に漢字のお札が

貼られているのを見て，それまでそのこと知らなかっ

た私には，奇異に感じられると同時に，新鮮な驚きで

した．ヴィエトナムでは，漢字から派生してヴィエト

ナム独自の文字が作られました．チューノム（字哺）

と呼ばれ，日本語のひらがな・カタカナに対応します

が，字そのものは漢字を更に複雑にしたものでした．

ついでに，ヴィエトナム人男性の氏名としては，

Nguyen　Vanが最も多く使われています．農村へ調

査で入って農民に氏名を聞きますと，1／3以上は

Nguyen　Van某と答えます．私は，ヴィエトナムで

は幾つかの名前を使いますが，その一つがNguyen

Van　Giang（グエン・ヴァン・ザン；院文江）です．

　2回目のヴィエトナム訪問は1996年9月，初めての

訪問から10年以上が経過していました．ハノイでの，

JICAプロジェクト方式技術協力rハノイ農業大学強

化計画」の事前調査を終え，ホーチミン（Ho　Chi

Minh）市へ飛び，メコンデルタとカントー大学農学

部を再訪しました．カントー大学農学部は，JICAの

無償資金協力により，新たな校舎が建てられたばかり

でした．カントー川（Song　Can　Tho）と運河

（canal）のクルージングを楽しみながら，メコンデル

タにも市場経済化の波が押し寄せているのを肌で感じ

ました．カントーとカントー大学農学部再訪は，私に

とっては，ヒュィン・コン・トーへの鎮魂の旅でもあ

りました．

　2回目以降は足繁く通い，2003年11月の訪問で8回

になります．ドイモイ後のヴィエトナム都市部の変わ

り様は凄じいものがあります．紅河デルタ農村部でも，

2000年代になって，赤瓦の伝統的農家集落の中に，2

階建てや3階建ての立派な造りの農家を見るようにな

りました．2回目の1996年9月，ノイバイ国際空港の

建物は改築されていて，JR本線の駅並にはなってい

ました．2002年9月，7回目の訪問の時は，近代的な

国際空港ターミナルビルに生まれ変わっていました．

　1985年，12月のハノイは，どんよりとした，重い曇

り空の下にありました．人々の服装は地味で，街全体

が無彩色のそノトーンの世界でした．日本大使館は集

合住宅の一室にあり，残りの部屋は，大使を除く大使

館員の住居になっていました．大使館の案内された部

屋の床は傾いていて，物を落とすと転がるほどでした．

大使館の造りと待遇に，西側諸国と東側諸国で大きな

差があるのを見て取りました．ヴィエトナム高等教育

省での会見で，ヴィエトナム側代表の一人であったブ

イ・コン・トー（Bui　Cong　Tho；斐公寿）氏には，

その後，rハノイ農業大学強化計画」の長期調査，運

営指導調査（中間評価）で，教育訓練省国際関係局

（lntemational　Relations　Department，Ministry　of

Education　and　Training）側の代表として度々会う

ことになります．

　その当時，ハノイで外国人が宿泊できるホテルは，

西湖（Ho　Tay）畔のタンロイ（Thang　Loi）ホテル
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だけでした．室内の設備は寝るのに必要なだけの，調

度品も質素で飾り気のない物でした．ところがハノイ

には今，高級ホテルからミニホテルまで，何十という

ホテルが林立し，訪れる度に増えているように思いま

す．道路などインフラも良くなりました．農村では今

でも公安に要注意ですが，最初の訪問では，後から気

付いたのですが，ハノイにいた間，四六時中監視され

ていました．市内も車で回るだけで，ヴィエトナム人

との接触を恐れているようでした．それでも，ハノイ

の旧市街（01d　Hanoi）を，ドンスァン市場（Cho

DongXuan）まで，恐らくはハンダオ通り（Pho
Hang　Dao）とハンズォン通り（Pho　Hang　Duong）

を歩かせてくれました．当時，その通りには路面電車

が走り，バスが走っていました．

　国内線で，ハノイからホーチミン市へ飛びました．

ホーチミン市は，ハノイとは大違い，燦燦として明る

い太陽の下にありました．北ヴィエトナムと南ヴィエ

トナムは，人も，気候風土も，考え方も違うことを，

その時強く感じました．その後の訪問で，ハノイを中

心とする北部ヴィエトナム・紅河デルタは，東アジア

社会の国家的統制と儒教文化の影響下にあること，ホー

チミン市・メコンデルタは，東南アジアの多様性・受

容性・混沌・無秩序の世界にあることを感じています．

紅河デルタ農村は集合集落，メコンデルタ農村は離散

集落と，農村の社会構造にも差が見られます．

　ホーチミン市では，クーロン（Cuu　Long；九龍）

ホテルに泊まりました．クーロンホテルは，現在は，

南ヴィエトナム時代の名前のマジェスティック（Ma－

jestic）ホテルに戻っています．クーロンホテルも，

その当時，ハノイのタンロイホテルと同様，ホーチミ

ン市で外国人が宿泊できる唯一のホテルでした．部屋

の天井が高く，一部で改装工事が行われていました．

ホーチミン市に1泊して，車でカントーへ向かいまし

た．途中，ミィトー（My　Tho；日本の水戸に由来）

のニッパヤシのレストランで休息し，メコン水系の大

河を2度フェリーで渡りました．

　カントーでは，カントー大学のゲストハウスの2階

に居住して，メコンデルタの稲作を調査して回りまし

た．食事は口に合い，完熟の果物はおいしく，愉快な

日々でした．1月とはいえ，日本の真夏を思わせるよ

うな暑さでした．調査へは，途中まで車で行き，そこ

から先はボートに乗り換えて進みました．「メコンデ

ルタ地帯の稲作改善に関する基礎調査」のヴィエトナ

ム側身許引受人は，その当時カントー大学の副学長で

あり，アンザン（An　Giang）省選出の国会議員でも

あったヴォー・トン・スァン（VoTongXuan；武

従春）教授でした．Xuan教授は，井之上準助教授の

直接の指導のもとに農学博士の学位を取り，帰国後の

南ヴィエトナム陥落の動乱を潜り抜け，メコンデルタ

稲作増産に多大な貢献をなし，ヴィエトナムを米輸出

国にした功労者のひとりです；現在は，アンザン農業

大学学長の地位にあります．しかーし，Xuan教授は，

我々がヴィエトナムにいた間，ハノイで，ノイバイ空

港へ出迎えて，高等教育省へ同行してくれただけで，

ヴィエトナム政府の思惑が見え隠れしますが，国際会

議出席という名目で国外に出されていました．そのた

め，ホーチミン市のタンソンニャット（Tan　Son

Nhat）空港への迎え・送りとメコンデルタでの野外

調査へは，Xuan教授の奥さんと彼の研究センターの

教官が同行してくれました．ヴィエトナムにいた3週

間は，国外とは全く隔絶した世界でした．

　その後の私の東南・南・東アジア遍歴の原点となり

ました，最初のヴィエトナム訪問から，2004年6月で

18年半が経ちます．記憶も大分薄れてきました．ドイ

モイ前のヴィエトナムの面影も消えつつあります．

1985年12月24日から1986年1月17日まで，日本を出国

して，ハノイ，ホーチミン市，カントーを訪ね，メコ

ンデルタを回った調査の記録を，当時の野帳を基に，

越南紀行として記します．更に，1996年9月21日～24

日のカントー再訪を，追録として記述します．

越南紀行
1985年

12月24日（火〉

福岡からバンコクヘ

　ヴィエトナムヘ旅立ちの朝．初めての東南アジア，

果たして無事帰国できるのか，一抹の不安を胸に家を

出て，福岡空港へ向かう．大きなスーツケースをがら

がらと引っ張りながら香椎駅まで歩く．香椎駅から博

多駅まで電車で行く．当時はまだ国鉄で，香椎一博多

間の料金は160円．博多駅から福岡空港までは空港連

絡バスを利用，代金80円．9時30分に井之上，松山両

先生と待ち合わせ，CX（Cathay　Pacific）511便に

乗り込む．旅券は公用旅券．10時30分福岡空港を離陸

し，12時（時差が1時間あり，日本時刻13時）台北着．

12時45分再び離陸し，14時30分（日本時刻15時30分）

香港着．香港でCX703便に乗り換える．16時30分離

陸し，18時（時差が更に1時間あり，日本時刻20時）

バンコク着．飛行機に乗った途端に飲物と食事のサー

ビス．福岡一台北間では，飲物（シャンペン，ワイン，
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ジュースなど）に続いて昼食が出る．台北一香港間で

も昼食が出て，これは断る．そして，香港一バンコク

間で夕食．飛行機に乗っている時間の半分は，飲んで

いるか食べているというほどだった．着陸前の機内放

送による地上温度：台北16℃，香港16℃，バンコク29

℃．香港空港で，．ヴィエトナムでのチップにと，煙草

State　Express555を3人で9カートン買い込む．1

人1カートンまでが免税であるが，バンコク，ドンム

アン空港の税関では見逃してくれる．555（スリーファ

イブ），9カートンの合計金額は57USドル，当時ヴィ

エトナムで最も人気の高い煙草であり，重宝された1

初めてのバンコク

　バンコクは，これが初めての訪問．入国手続きと税

関検査を終え，リムジンでドンムアン空港からインド

ラリージェント（lndra　Regent）ホテルに向かう』

インドラリージェントホテルはバンコクのダウンタウ

ンにあり，クリスマスイブということで，大勢の人が

出て賑わっていた．夜だったこともあり，街は思った

よりも綺麗に見え，車も綺麗だった．ホテルまで30分

で行き，300THバーツを払う。途中，リムジンが信

号待ちをしていると，花輪あるいは新聞を持った少年，

少女が車の傍に寄って来て，買わないかというジェス

チャーをする．ぼられるので決して買わないこと，と

先輩助教授から教えられる．Toshiba，suzukiなど，

日本の会社の看板が目に付く．夕食に出たタクシーの

中だったと思うが，明日ヴィエトナムヘ行くと言って，

運転手から笑われた記憶がある．この当時の，ヴィエ

トナムに対するタイ人の一般的な感情を表している．

夕食の店では，タイ語が話せないのでラオス人と間違

えられる．インドラリージェントホテルの部屋に戻り，

夜9時半過ぎにテレビのスイッチを入れる．夜のバン

コクのテレビ放送は6チャンネルがあり，うち1チャ

ンネルで日本のテレビ番組が流れ，また別のチャンネ

ルではVideo／TVプログラムで，“The　Bible”とい

うタイトルの，ノアの箱舟を扱った映画があっていた．

12月25日（水）

ハノイヘ飛ぶ

　朝6時15分頃起床して，早速テレビをつける．放送

はチャンネル6の1チャンネルのみで，女性のアナウ

ンサーが各地のクリスマスの様子を伝えていた模様．

ずっとクリスマスのことばかりで，仏教の国タイで，

クリスマスの放送を朝からこんなに流していいのかと

思ったほど．バンコクの街，朝になるとさすがに，自

動車の排気ガスによると思われるスモッグに，、街全体

が薄く煙る．朝食は，ホテル内のレストランでアメリ

カンスタイルの食事．代金は2人で11USドル．

　バンコク，ドンムアン空港では，ハノイ行きの飛行

機は，国内線扱いであった．しかし，出国手続きが必

要で，空港税5USドルを取られる．タイ航空TH500

便，午前11時発が12時に変更になり，結局離陸したの

は11時30分であった．バンコクの空はスモッグがひど

い．インドシナ半島のタイから恐らくはラオス上空を

飛んで，13時にハノイ，ノイバイ空港に着陸，ついに

ヴィエトナムに入る．もう引き返せないと覚悟を決め

る．ノイバイ空港では，カントー大学副学長のVo

Tong　Xuan教授，在ヴィエトナム日本大使館の村田

三等書記官の出迎えを受ける．他の出迎えは，ヴィエ

トナム高等教育省国際協力局（Department　of

Intemational　Cooperation，Ministry　of　Higher

Education）のグエン・，クイ・カイ　（Nguyen　Quy

Khai）氏とグエン・ヴァン・イェト（NguyenVan

Yet）氏の2人．VIP待遇並の出迎えである。

ノイバイ空港にて

　ハノイのノイバイ空港の設備は，バンコクのドンム

アン空港と比べて雲泥の差があり，質素で何の飾り気

もなかった．入国審査官は粗末な木の箱の中にいて，

パスポートの写真と長らく見比べる．ようやく審査が

終わると，木のバーが引っ込んで通過できる．通ると

またバーが出て，次ぎの人の番となるが，バーは審査

官自身が操作する．入国審査の次は税関申告．申告用

紙は藁半紙のざら紙で，所持金額，特に米ドル，フィ

ルムの数，カメラ（会社名まで），武器等を申告する．

煙草，酒等の申告の必要はなかった．煙草は，1人5

カートンまで持ち込めるとのこと．税関での荷物検査

の時，担当の係官は，西洋の退廃文化による汚染を恐

れてか，カレンダーの中にヌードカレンダーが隠され

ていないかどうか入念に捜していたようだった．カレ

ンダーは，この当時でもまだ，東南アジアの諸国では

上等のお土産品だった．Xuan教授がいたこともあっ

て，1時間程で全て終わる．高等教育省差し回しの車

で14時頃空港を出る．向かうホテルはタンロイホテル．

高等教育省差し回しの車とはいえひどいもので，空調

設備はなく，シートも粗末で，トランクは閉まらなかっ

た．

空港からホテルヘ

　空港建物から外に出てまた驚いた．ショックすら受

けた．初めて見る南国の景色ではあるが，そこには戦

後間もない頃の日本の風景が広がっていた．簡単な舗

装道路が1本走っているだけ．自家用車は少なく，ト
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ラック，軍用車が多い．それに自転車が多い．その間

を車は飛ばす．途中で2件の事故を見る．道路の両側

に家や溝が続く．バナナに囲まれた煉瓦造りの農家が

所々にあり，中で果物や飲物を売っている家もある．

その向こうに農地が広がる．水稲は既に刈り取られ，

田が耕起されている．苗代が見え，ジャガイモやサツ

マイモが植え付けられている．幾つも煉瓦製造工場を

見る．建設途中の高速道路（あるいは鉄道）を見る．

　紅河にかかる大橋（タンロン（Thang　Long；昇龍）

橋と思われる）を渡る．ソ連の援助により昨年（1984

年）完成したという．道路にせよ，この大橋にせよ，

今にも壊れそうで，小さな農家とは対照的である．こ

の記述が何を意図していたか，今では定かではないが，

ヴィエトナム戦争で破壊されたインフラストラクチャ

の整備，即ち住宅建設から道路とか橋とかの国土建設

に手が回り始めた頃で，しかし，技術的にはまだまだ

未熟な時代ではなかったろうか．大橋を越えて，紅河

の堤防の上を走る．自転車が多い．歩いている人も多

くなる．こぶ牛がいて，水牛もいる．女性は全てズボ

ン（クアン）を穿き，かなりの人が菅笠（ノン）を被っ

ている．紅河の堤防を走ったのはよく覚えている．堤

防の内側には，赤瓦の農家が続いていた．

タンロイホテル

　空港を出て小1時間程でタンロイホテルに到着する．

キューバの援助で建てられたホテルと聞く．1村田書記

官の話では，キューバが金を出し，建てたのは日本人．

そのためか，空調機はSanyoで，便器はToto．タン

ロイホテルは西湖に面しており，ここは，ハノイ郊外

のリゾート地ではなかろうかと考えてみる．ホテル内

は外国人がほとんどで，特に欧州人が多い．ホテル前

には，外国人ツアー客の観光用と思われるバス

（Hanoi　Tourism）が2台停めてあった．このホテル

は，ヴィエトナムの外貨稼ぎの一つになっているとみ

る．また，ホテルの周囲に幾つかの藁葺きの住家を見

る．タンロイホテル，設備は絶対的には貧弱だけど，

周囲の住家に比べれば別天地であろう．ホテルには屋

外プールがあり，室内にはシャワーもあり，水洗トイ

レもあり，トイレットペーパーもあり，空調機もあり，

台の上にマットレスを置いただけだけどベッドもある．

話に聞き，資料を見て想像していたよりもはるかに良

い設備である．

　ホテルのロビーで，籐の椅子に腰掛けて，Xuan教

授，Khai氏と翌日のスケジュールの打ち合わせをし

て，後はフリータイム．日本への土産として，ロビー

内の売店で切手類を6USドル分購入する．我々3人

のホテルヘの支払いは，全てヴィエトナム側持ちと聞

く．この時期，ハノイの昼間の気温は23℃程度で，乾

季の最中ということで凌ぎ易く，朝は10℃位まで下が

ると聞く．夕食はホテルで取る．鶏肉入りの焼き飯風，

海老の煮物風，ヴィエトナムスープ（牛肉と麺はミー）．

なかなかの味であった．ビールはBia　Hanoi，冷蔵

庫で冷やしてあった．西湖では，月明かりの中，子供

が2人1隻の小舟に乗って魚を釣っていた．後ろの子

供が舟を漕ぎ，前の子が釣竿を垂れている．湖岸には

ホテイアオイ．夜は3人同室で寝たが，2人の肝に悩

まされ，一睡もできなかった．2人の間に挟まれ，肝

がステレオで響いてくる．それ以後は，1人の部屋で

寝せてもらうことにした．

12月26日（木）

朝食

　タンロイホテルの朝食は，ライ麦パンとティー（烏

龍茶？）とバナナ．バナナ，外見は悪いけど，なかな

かの味であった．ライ麦パン，この日の夕食に招待さ

れた時に，日本大使公邸で大使夫人からうかがった話

では，製法が悪いのかあるいは用いている酵母のせい

か，黒っぽい色をしているということだった．

高等教育省訪問

　この日の活動は，先ず高等教育省（大学省）訪問と

調査・研究の打ち合わせ．高等教育省訪問でのヴィエ

トナム側出席者は，国際協力局のBui　Cong　Tho

（Vice－Director：副局長；博士の学位を持つ），

Nguyen　Quy　Khai（Eng．：技師），ファム・バー・

ウォン（Pham　Ba　Uong）（Eng．：技師）の各氏，

それにカントー大学副学長Vo　Tong　Xuan教授，通

訳としてハノイ貿易大学日本語教授．日本側は，九州

大学熱帯農学研究センター井之上準助教授，農学部松

山宣明助教授と江頭和彦助教授．在ヴィエトナム日本

大使館の村田三等書記官も同席した．村田書記官はヴィ

エトナム語を理解する．会見（図1）では，Bui

Cong　Tho副局長が，ヴィエトナム側を代表して歓

迎の挨拶をする．ホー・チ・ミン（Ho　Chi　Minh；

胡志明）主席の胸像を背に，r敬愛する九州大学の先

生方がヴィエトナムを訪問されたことを歓迎します」

で始まり，簡単に我々の滞在のスケジュールを説明し

た後，ヴィエトナムの高等教育の歴史と現状（表1）

を長々と話した．この話にはいささか退屈したが，無

視するわけにもいかず，メモを取る振りをする．話は，

科学と技術に関する日越協力関係の強化，大学間協力

の要請にまで及んだ，Bui　Cong　Tho氏とはその後，
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表1　ヴィエトナムの高等教育の歴史と現状．

歴史

・國士監大学　1070年～1918年

・フランス植民地時代　幾つかの大学が設置される．

・北ヴィエトナム（ヴィエトナム民主共和国）　7大学（ハノイ総合大学，農林学校，師範大学，

　薬大学，専門学校）
現状

・大学と専門学校　85校

　総合大学6校；工業大学15校；医体育8校；農林漁業9校1師範30校；経済7校；社会科学10校
　教師18，000人（うち8．6％は博士課程修了者で，女性は4，100人）；学生156，000人；科目数200；専門

　分野1，700（7大別）

・専門中学校　290校

　教師11，000人；学生155，000人

・技術労働者養成学校　322校

・研究機関（基礎）　150機関

　職員200，000人（うち修士・博士課程修了者1，100人）

留学

・毎年1，500人ぐらい外国（主としてソ連）へ留学している．

　フランス，オランダー技術修得

　オーストラリアー言語

　留学の費用はその国の奨学金

JICAの「ハノイ農業大学強化計画」の調査で再び会

うことになるが，12年後の1997年4月の長期調査で会

見した時も，まだ副局長の地位に甘んじていた．

　昼食を挟んで，Xuan教授と，今回の調査の進め方，

カントー大学での特別講義，今後の共同研究の持ち方

などについて，14時過ぎまで打ち合わせる．レストラ

ンに席を移しての昼食の時に，また「敬愛する…」で

始まるTho副局長のいささか長い挨拶．この形式的

な挨拶は，午後の協議開始の冒頭でもあった．まさに

共産主義の国である．昼食は，鳩肉，田螺の肉団子，

川蟹の肉団子，スープ，牛肉・カリフラワー・インゲ

ンの妙め物，生野菜と米飯．その当時としては豪華な

食事内容であり，我々の訪問が重要視されていたこと

をうかがわせた．

　Xuan教授は「メコンデルタ地帯の稲作改善に関す

る基礎調査」のヴィエトナム側共同研究者でありなが

ら，セネガル国ダカールで開催される酸性硫酸塩土壌

国際会議出席のため，1月1日から15日まで出国する

ので，Xuan教授との接触もここまで．メコンデルタ

稲作におけるXuan教授の学識と経験は大きく，井

之上先生は，メコンデルタでの稲作調査でXuan教

授がいないことを非常に残念がる．何もこの時期国際

会議に出かける必要はなく，我々の調査を重視するよ

うな素振りを見せる一方でXuan教授を遠ざけるこ

とは，北の人々の近視眼的な嫉妬心，猜疑心のなせる

業であり，一時的な自己満足は味わえるとしても，国

全体の農業及び農学教育研究の発展には大きなマイナ

スであったと確信する．もしメコンデルタでの調査が

Xuan教授と一緒に行われていたならば，調査そのも

のだけでなく，その後の技術協力の展開，やや大げさ

にに言えば，メコンデルタ稲作農業の方向性もあるい

は変わっていたかもしれない．

日本大使館表敬

　表敬訪問と打ち合わせを終え，14時過ぎ高等教育省

を辞して，日本大使館を表敬訪問する．その当時，日

本大使館は，場所がどこだったかは不明だが，一群の

集合住宅の一つにあった．大使公邸だけは別の所にあっ

たが，集合住宅の残りの部屋が大使館員の住居となっ

ていて，まさに職住一帯であった．今の日本大使館は，

それを入れて3つ目になる．同じ集合住宅の1階と2

階は，他の国の大使館員の住居として使われていた．

当時の日本大使館のメンバーは，堤功一特命全権大使，

久保田真司参事官，穴吹允一等書記官，村田哲巳三等

書記官．

ハノイの印象

　日本大使館からの帰途，高等教育省の車でハノイ市

内を案内してくれる．繁華街では車を降りて歩く．写

真を撮ってよいとも言われる．案内はKhai氏．その

時はどこを歩いたかわからなかったが，その時写して

いたスライドから，旧市街であり，還剣湖（Ho　Hoan

Kiem）からドンスァン市場に至る通りを，途中から

ドンスァン市場まで歩いたことがわかる．旧市街はそ
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び付かず，「遺跡」と思ってしまったのかもしれない．

市内の街角のそこここに，赤い腕章を付けた兵士が

銃を持って立っているのを見る．赤い腕章を付けた兵

士は，許可無しに射殺できるという．村田書記官の話

によると，ヴィエトナムの首都でありながら，ハノイ

には信号機が1つあるだけで，それも，朝夕のラッシュ

時に2時間程，交通巡視員付き添いのもとで動くだけ．

エレベーターも，現在故障しているのが2つあるだけ

で，稼動しているエレベーターは無し．それに，どこ

へ行ってもトイレの汚いこと．高等教育省，レストラ

ン，どこへ行っても汚い．村田書記官の話でも，ハノ

イの人々は衛生観念に欠けているとのことだった．

今の私ならある程度の耐性はあろうと思うが，初め

ての東南アジア，ドイモイ前の，12月曇り空の下のハ

ノイは，ただただ汚くて暗いという印象が強く残った

ようである。ハノイの旧市街も，今でこそ物が溢れ，

華やかに見えるが，当時の人々は生きるだけで精一杯

であり，それ以外には手が回らなかったのも事実であ

ろう．

日本大使に夕食に招かれる

夜，堤功一大使公邸に夕食に招待される．すばらし

いご馳走であり，非常においしかった．それもそのは

ずで，コックを日本から連れてきていて，大使館の人

が交代で，7～10日に一度バンコクまで買出しに行く

と聞く．大使公邸は，ハノイの市街とは別天地である．

何しろ，特命全権大使である．部屋には昭和天皇皇后

両陛下の写真が飾ってあった．

　夜夕食に招待されてうかがう前の午後，大使館訪問

の帰途だったか旧市街を見ての帰りだったかは定かで

ないが，堤大使に挨拶するために，3人で大使公邸に

うかがった．公邸の前扉は閉まっており，声をかけた

かあるいはノックをしたが，何の応答もなかったので，

公邸の裏に回った．そこで，偶然公邸の中から出てき

た人と鉢合わせした．最初は使用人かなと思ったが，

それが堤大使だった．不意のそれも裏口からの訪問者

との遭遇に，堤大使は大変動転されたようだった．我々

もびっくりしたが，大使から非礼をひどく叱られた．

ハノイは貧しく，治安も相当に悪かったようである．

ヴィエトナムでは，その後の訪問で日本大使館はしば

しば訪れているが，大使に会ったことはなく，バング

ラデシュでは，一度時の大使に呼ばれて話を聞かれた

ことはある．しかし，その地で日本大使に食事に招待

されたのは，これが最初で最後となっている．

ホー・チ・ミン主席

　ホー・チ・ミン主席は，ヴィエトナムの国民的指導
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者であり，フランス植民地からの独立運動を指揮した．

民族主義者であり，民族主義の基盤を共産主義に置い

た．1945年9月2日ヴィエトナム民主共和国の独立を

宣言するが，フランスの進駐を受けて抗仏戦争（第一

次インドシナ戦争）に突入し，1954年5月ディエンビィ

エンフー（Dien　Bien　Phu）の戦いを勝利に導いた．

ホーおじさんの愛称で国民に敬愛され，「独立と自由

ほど尊いものはない」という彼の言葉は，戦時下の国

民を勇気づけ，士気を高めた．ヴィエトナム戦争最中

の1969年9月2日死去，国民がその死を悼んだ．遺体

は，ハノイのホー・チ・ミン廟に安置される．ホー・

チ・ミン廟の近くには，旧居のレプリカがあり，生涯

を通して質素だったホー・チ・ミン主席の生活を偲ば

せる．ホー・チ・ミン博物館は，彼の生涯と業績を展

示する．

1981年9月のハノイ

　田中恭子さん（シンガポール大学講師）のハノイ見

聞雑記（田中，1982）は，我々より4年前の1981年9

月，ハノイを3日間訪間された時の，ハノイの社会・

経済状況と印象を綴る．その当時のハノイのインフラ

不備，困窮する人々の生活，インフレ，物資不足，外

貨政策，公安による統制，人材不足が赤裸々に描かれ，

私の2日間のハノイ体験に照らして，以下に抜粋して

記す．国際空港は現在のノイバイに移っていたが，空

港ビルはトタン屋根に板囲いの掘建て小屋に毛の生え

た程度の建物と書かれている．紅河にかかる橋はロン

ビィエン（Long　Bien）橋（フランス植民地時代の

1902年に建造された鉄道と車両共用の橋；現在は人と

鉄道共用で，バイクと自動車は，すぐ下流にかけられ

たチュォンズォン（Chuong　Duong）橋を通る）し

かなく，空港からハノイ市内へもロンビィエン橋を通っ

て入る．そのことに象徴されるように，ハノイの基本

設計のほとんどをまだフランス時代のものに頼ってい

た時代であり，ロンビィエン橋を渡るのに4時間半か

かった日本からの使節団の話と，そのことへの時の外

相の逸話が紹介される．

　ハノイの街の印象はさながら上海の旧フランス租界

の拡大版で，フランス人の使っていた瀟洒な洋館は手

入れがいき届かず，痛みすすけて見るかげもない．自

転車の修理屋・空気入れ屋が至る所にあり，繁昌して

いる．昔からのヴィエトナム人地区の中央マーケット

（旧市街のドンスァン市場と思われる）付近は，道も

店の問口も狭く，不潔でわい雑であるが，活気があっ

て楽しい．大きなマーケットの建物の内外に所狭しと

店を広げた自由市場は，野菜，魚，肉，乾物，雑貨等

が並べられ，ハノイも東南アジアの一部であることを

示していてほっとする．一方，公定価格の配給品を売

る公営店は品数も少なく，店も暗く，活気に欠けるこ

と彩しい。街灯はほとんどなく，商店や家庭の電灯も

薄暗く，店に並んだ商品は見本程度の量でしかなく，

しかも品質が悪く，大人も子供も痩せていて，衛生水

準は低く，1人当たり年間国民所得100USドル（推

定），1USドルが公定レートで9VNドン，ヤミ相

場では35～38VNドンの時代だった．思うに，南北統

一からドイモイまでの中間をやや過ぎて，国も人々も

最も貧しかった時ではなかったろうか．

　ハノイの最高級というふれこみで案内されたヴィエ

トナム料理店，お客を見張る警官が常駐し，店への缶

ビール，ティッシュ・ペーパー，割箸，懐中電灯持参

が書かれ，そのレストランでのショッキングな経験が，

私が1月15日にホーチミン市のレストランで見ること

になるのと同じ光景だが，次ぎのように書かれる：

「食べ終わって勘定を済ませ，ウェイトレスがお皿を

片付けにかかると，入口近くで待機していた男が飛ん

で来て，残り物を一つの皿にさっと集め，隣のテーブ

ルヘ持っていって立ったまま手づかみで食べ始めた．

ウェイトレスも警官も見ぬふりをした．」彼ら3人の

料理は鳩の丸焼き，蛙の脚の揚げ物，焼き飯などで，

見かけはぱっとしないが味は良い．鳩は我々の昼食で

も出た．今でも，紅河デルタの農村に行くと，鳩が農

家の庭先で飼われているのを見る．我々の昼食を，そ

の珍しさから豪華な食事内容と書いたが，考えてみれ

ば，田中さんの蛙も，我々の田螺，川蟹も，池や沼，

川で捕れるものばかりであり，その当時，鶏肉や豚肉

の配給は，街のレストランまでは回らなかったのもか

もしれない．

　「公安」と呼ばれる警官の姿が街の至る所に見られ，

カーキ色のシャッに赤い衿章のついた制服で，ピスト

ルを腰に下げ，ホー・チ・ミンサンダルを履いている．

カメラを下げて散歩に出ると，公安が後をついて来て，

人々の写真を撮らないよう注意する．田中さんは日本

大使公邸にも招かれたようで，公邸の部屋の間取りな

ど詳しく紹介される．大使公邸の家賃は月6，000USド

ルとあり，なりふり構わぬ政府の外貨獲得策の一つと

して描かれる．外国人がヴィエトナム人と接触するの

を極端に恐れることへの国家指導者の誇りと悲しみが

感じられる話が紹介され，ヴィエトナムと中国の類似

点と相違点，山積する課題が，中国研究者としての視

点から述べられる．最後に，ハノイと比較して，ラオ

ス国ヴィエンチャンの豊かさ，明るさ，開放感が記さ
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12月27日（金）

ハノイからホーチミン市ヘ

　ハノイに2泊して，ホーチミン市へ向けて出発する．

西湖では朝から少年らが魚釣り．朝9時高等教育省の

車がタンロイホテルまで迎えに来る．一昨日出迎えて

くれた高等教育省国際協力局のKhai氏とYet氏が，

ノイバイ空港まで見送ってくれる．出発前，ホテルの

玄関で並んで記念撮影．Khai氏は我々のハノイ滞在

中の世話係だったらしく，またYet氏はタンロイホ

テルに駐在して，我々を監視していたらしい．という

のは，25日のホテルでの夕食中に食堂の係員に何かを

尋ねた時，Yet氏がすぐに出てきて彼らに指図してい

た．Khai氏とYet氏は同じ肩書だが，地位はYet氏

が上らしく，井之上先生が交通費という名目で渡した

2，500USドルの領収書も彼が書いた．この2，500USド

ルは，高等教育省／国際協力局をだいぶ喜ばせたらし

い．まだ西側諸国との貿易が限られ，米ドルが喉から

手が出るほどほしかった時代だったのであろう．

　Yet氏もそうだが，車の運転手も只者ではないらし

く，運転中Khai，Yet両氏と対等に話し，私が車か

ら写真を撮る度に，後ろを振り返っていたという．日

本大使館の村田書記官も，ノイバイ空港まで見送りに

来てくれる．村田書記官は，ヴィエトナム側が我々を

監視するのを牽制していたのかもしれない．空港で，

伊藤忠商事の渡辺さんを紹介してもらう．渡辺さんは，

ヴィエトナム人女性と結婚するためにホーチミン市に

行くところだと聞く．ホーチミン市までの航空運賃は

ヴィエトナム側で払ってくれ，搭乗手続きまでしてく

れる．支払った2，500USドルの効果の大きさとXuan

教授の影響の強さ，監視する一方で，本海外学術調査

に対するヴィエトナム側の期待の高さを感じる．

　驚いたことに，ハノイーホーチミン市間の国内線の

飛行機は座席指定ではなかった．早い者勝ちである．

だから，乗客が多い時は，立っていく人がいるという．

空港待合室で見ていると，ヴィエトナム人は放送案内

を聞いて一つの扉の前に並ぶ．外国人はVIP扱いで，

列に並ぶことはなく，ヴィエトナム人の一般乗客より

は早く，しかも車で連れて行ってくれる．それで，ゆっ

くりと窓側の席を確保することができた．ヴィエトナ

ム人乗客は，我々の車が飛行機に着いた頃，遅れてし

かも歩いて飛行機の方に来る．今日の飛行機は全員座

ることができた．だが以前には，外国人を特別扱いに

しなかった時もあったらしく，その時は，大使といえ
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（泥魚）の鍋物，鎗の甘露煮，鰻の煮付け．

12月28日（土）

クーロンホテル

　ホーチミン市では朝6時過ぎから既に明るく，人々

が活動を始める．クーロンホテルの部屋の窓から見て

いると，人が歩き，自転車が走り，バスが動いている．

通りに沿った遊歩道では，何組かの人がバドミントン

を楽しみ，太極拳らしくゆっくりと体を動かしている

グループもいる．サイゴン川では，大小多くの渡し舟

が乗客を乗せて対岸へ渡している．ハノイでは，バナ

ナに囲まれた湖岸の苫屋に一種の安らぎを覚えたが，

ホーチミン市では人々の生活に精神的安らぎを覚える．

この時期のハノイは雲に覆われていたが，ホーチミン

市では太陽の光が降り注いでいる．ハノイは涼しいく

らいであったが，ホーチミン市は暑い．このようにこ

とごとく，ハノイとホーチミン市は違っていた．女性

が手を突き上げ，スローガンらしき文字が書かれてい

る看板がある．ハノイでは似合うけれども，ホーチミ

ン市では似合わない．ホーチミン市の人々は，この看

板を見てどう思っているのだろうか．クーロンホテル

のロビーで，島津製作所の長谷川高雄さんと会う．ヴィ

エトナムでの事情や人々の心がわからず，だいぶ困ら

れている様子だった．

カントーへ，メコンデルタを走る

　クーロンホテルの最上階のレストランで果物主体の

朝食を済ませ，午前8時過ぎにジープでホテルを出発

する．ショロン地区（Cho　Lon；チョロンとも表記

される1統一前，ヴィエトナム最大の中国人街として

有名）を通って市外に出る．稲刈りの時期らしく，人々

が稲田に出て稲を刈っている．刈り取った稲は手動で

脱穀し，脱穀した籾は道に広げて乾燥させ，乾燥した

籾を袋に詰めている．稲刈りをした水田には，また苗

を移植する．二期作である．家鴨を飼育している．家

鴨の毛，肉，卵は輸出されるという．輸出先は多分ソ

連であろう．道端で，パイナップルやバナナを売って

いる．ココナツの殻が干してある．コプラを取った残

りで，繊維質として利用する．シチトウイが干してあ

る．乾燥させ，車に踏ませて柔らかくしてマットに織

り，敷物にする．色んな物が干してあり，カントーに

渡るハウ川のフェリー乗り場に近い所では，線香を干

していた．

　小さな町に入る．フランスパン，果物，飲物を道端

で売っている．食堂らしき家も見える．道端で売って

いる物は場所によって少し異なり，もっと先の方では，

肉を売っている人もあり，sour　apple（正確には

water　apple；和名はレンブ）も売られていた．メコ

ンデルタの中を，幾つもの川を渡ってジープは飛ばす．

川は薄黒く濁り，多量の粘土を運んでいる．道の両側

に，ココヤシ，バナナが続く．ニッパヤシも見える．

ホーチミン市を離れるにつれて，ニッパヤシで屋根と

壁を葺いただけの簡単な農家が多くなる．手軽で，3

時間もあればできるそうである．北の紅河デルタは赤

瓦・煉瓦造りの農家，一方南のメコンデルタはニッパ

ヤシの農家．北は冬に備え，南は暑気対策．何事にも

対照的な北と南である．

　ホーチミン市から南西に走り，10時前にミィトーに

着く．ニッパヤシのドライブインで休憩（図9）．試

みにココナツミルクを注文する。注文を受けて，男が

ヤシの木に登る．中程度に熟したココヤシの実を切り

落とし，それを錠で割って中にあるミルクを注ぎ出し，

コップに移す．初めてのココナツミルクは，甘酸っぱ

い味のどろっとした飲物であった．充分に熟したもの

は，ミルクが固まってコプラになっている．コプラか

らココナツオイルを搾る．ミィトーからほぼ真西に向

きを変え，さらに走って，11時過ぎメコン川（本流）

に至る．メコン川には橋がなく，人も車もフェリーで

運ぶ．大学の車や軍用車は特権があるらしく，長蛇の

列を作って並んでいる一般の車を尻目に前の方に割り

込み，出発間際のフェリーに乗り込む．フェリーの中

で，ジープから降りて周囲を見回していると，子供や

若い女性が近寄って来て，何かを話しかける．ヴィエ

トナム語だからわからず，答えようがなくにこっとし

ていると，向こうもにやにやしている．次のハウ川の

フェリーを待つ間，ジープから降りて近くをうろうろ

した時にも，やはり物珍しそうに寄って来た．ハノイ

で旧市街を歩いた時には，我々を見ても，にこっと微

笑み返しはしても，決して寄って来ようとはしなかっ

た．

　メコン川のフェリーの中では，少年や若い女性が，

煙草，古い本，綜などを売り歩いていた．フェリーを

降りて，南西方向に走り続ける．走りながら，パパイ

ヤを道路脇に見る．12時過ぎにハウ川のフェリー乗り

場に着く．しかし，フェリーが出たばかりで，次ぎの

フェリーを待たねばならなかった．フェリーを待つ間，

体を動かすのと生活文化的好奇心から，降りて見て回

る．フェリーを待つ人々のために，道の両側には飲食

店が軒を並べる．その前では，籠に入れて，サポジラ

（sapodilla　l和名はチューインガムノキ），ブオイ

（和名はブンタン），柑橘類，西瓜などの果物を売って
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いる．いずれの果物も，幾つかを見本として切り，中

が見えるようにしている．また，砂糖黍，パイナップ

ルを籠に入れて売り歩く．煙草売りの少年も相変わら

ずいる．何人かは跣である．

　ハウ川のフェリーの中では，煙草，果物の他，宝く

じ，装身具，菓子類を売っていた．フェリーの一角で

は麺類を簡単に調理して売り，家鴨の卵の艀化しかけ

たのをゆでて売っていた．既に小さいながら家鴨の格

好をしており，それをおいしそうにしゃぶっている．

これにはさすがに手は出ないと思った．野帳には，

「これらの物売りにヴィエトナムの貧困の一端を見た

ような気がする」と書いているが，フェリー乗り場や

フェリーの中での物売りは，その後バングラデシュの

メグナ（Meghna）川のフェリーでも経験している．

今でこそメコン川に橋をかける話が出てきているが，

東南アジアや南アジアの大河の中・下流地帯のデルタ

では，川に橋はなく，フェリーは必需の交通機関であ

る．フェリー乗り場やフェリーの中の物売りは，単調

なフェリー渡航の楽しみの一つとして，人々の生活習

慣に組み込まれてきたと思われる。それを，初めての

東南アジア，初めてのフェリーで，物売りの少年らの

身なりから単純にそう判断したのであろう．自戒しき

りである．

　ハウ川をフェリーで渡り，対岸のカントーに着いた

のは13時であった．カントーは，ホーチミン市に比べ

てかなり貧しいようである．しかし，カントーには太

陽があり，自然があり，緑があり，バナナ，ココナッ，

パパイヤがあり，パイナップルがある．その分ハノイ

よりは救われる．カントー大学のゲストハウス（図10）

が，我々のカントー滞在中の宿舎である．昼食は雷魚

の煮付けと，牛肉とビーンの煮付け．夕食は鶏のから

揚げと，牛肉とカリフラワーの煮付け．いずれもおい

しく，特に鶏のから揚げはおいしかった．料理にはい

つもニュォクマム（Nuoc　Mam；魚醤）が付く．た

だご飯はまずい．インディカタイプのぼろぼろ飯であ

る．日本では今日は御用納めであるが，我々の本格的

な活動は明日から始まる．ホーチミン市一カントー間

170km，5時間弱の車とフェリーの旅，南ヴィエトナ

ムの良さと現実に触れた旅であった．

メコン川

　メコン川について記述すると，メコン川はチベット

高原に源流し，上流域の中国では瀾槍江と呼ばれる．

中国雲南省の西部では，谷を隔てて，瀾槍江の東側を

金沙江（長江の上流），西側を怒江（タンルウィン

（Thanlwin）川（以前の名称はサルウィン（Salween）

川）の上流）が流れる．景観美のこの地域はシャング

リラ（桃源郷）と呼ばれ，三江併流保護地域として

2003年世界遺産に登録された．メコン川は三江併流地

域を過ぎて更に雲南省を南下し，ラオスとミャンマー

の国境を流れ，ラオス領内に入って東流する．ルアン

パバーン（Luang　Prabang）付近から南流し，タイ

との国境に沿って延々と流れ，中流域を形成しする．

コーン（Khong）の爆布からカンボディア領内に入

り，更に南流する．プノンペン（Phnom　Penh）の

南でメコン川（本流）とバサック（Bassac）川に分

かれ，南東に向きを変える。メコン川（本流）はヴィ

ンロン（Vinh　Long）の近くで幾つかの流路に分か

れる．このように分流しながらメコンデルタを流れ，

九つの流れ（九龍）として南シナ海に注ぐ．バサック

川は，ヴィエトナムに入りハウ川（Song　Hau）と呼

ばれる．先述のヒュィン・コン・トーとの共著の論文

では，Hau川をBassac川と表している．メコンデル

タにはクメール系の住民も多く居住し，Hau川と並

んでBassac川の名称も広く使われていたようである

（太田，1985）．ついでに，ヴィエトナムでは，メコン

川はティエン川（Song　Tien）と呼ばれる．Tienは

漢字では「前」，Hauは「後」．即ち，前川と後川，

という次第であり，ハウ川は裏メコン川とも呼ばれる

（太田，1985）．北部の紅河デルタを流れる紅河はホン

川（Song　Hong）と呼称される．

12月29日（日）

VH10酸性硫酸塩土壌試験場見学

　熱帯とはいえ北半球の冬の季節に相当するためか，

明け方には涼しさを感じる．午前中，カントー市街か

ら南へ30kmの所にあるVH10酸性硫酸塩土壌試験場

（VH10Acid　Sulfate　Soil　Experimental　Station；

通称Hoa　An（ホアアン；和安）Acid　Sulfate　Soil

Experimental　Station）の見学に出かける．案内は，

Xuan夫人とチャン・タイン・べ（Tran　Thanh　Be）

氏．Be氏は，Xuan教授がセンター長を務めるメコ

ンデルタ稲研究開発センター（Mekong　Delta　Rice

Research　and　Development　Center）でセンター長

補佐を務める．ゲストハウスを出て，国道1号線を南

下し，途中で右折する．道の両側に，ニッパヤシで屋

根を葺いた粗末な家，ココヤシ，バナナが続く．所々

竹林がある．稲田があり，稲田の向こうにバナナとコ

コヤシが見えるのが南国である．朝市が立っていた．

しょうけに果物や魚などを入れて売り，道路の中央付

近まで人が溢れていた．道路の真ん中に刈り取った稲
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を置いている．通り過ぎる自動車に踏ませ，脱穀する．

脱穀が済めば籾を集める．

　12月末とはいえ，日本では真夏を思わせる太陽と空

の青さと白い雲．VH10酸性硫酸塩土壌試験場に着い

てすぐ，ココナツミルクとパイナップルで喉を潤す．

取りたての果物，日本では味わえない香りと甘さとお

いしさ．試験場といっても，広々と野草地が広がり

（図11），圃場の他には，研究用建物と農業用機械格納

庫（図12），労務者の家（図13）があるだけで，特別

の研究施設・設備は見当たらない．図13の労務者の家，

周囲をバナナに囲まれ，家の前には濃緑色に濁る池が

見えた．研究用建物の立つ広場の労務者の家（図14）

は，ニッパヤシの屋根とトタン屋根の棟が続き，後で

ニッパヤシの家を覗いてみたら，一間の土間に，ござ

が敷かれた木のベッドが置かれ，わずかな衣類が渡し

た紐に掛けられていた（図15）．あるいは，休憩用の

小屋だったのかもしれない．家の外には洗濯物が干さ

れていた．

　研究用建物の部屋は講義，学生の実習，会議などに

使われ，長机と椅子が置かれていた（図16）．黒板の

上端にはホー・チ・ミン主席のカラー写真が飾られ，

それを護るようにヴィエトナム国旗と国家青年団の旗

が掛けられていた．部屋の壁は汚れて見え，机の上に

は薄く埃がかぶり，ほとんど使われていないように見

えた．それとも，空調設備が無く，窓を開け放した部

屋では，すぐに土埃が舞い込むのであろうか．部屋で，

同行してくれたXuan夫人とBe氏から，VH10酸性

硫酸塩土壌試験場の概要（表2）の説明を受ける．試

験場では，Xuan教授が場長（Director）を兼任し，

グエン・ヴァン・ヒュィン（Nguyen　Van　Huynh）

女史（昆虫学）が副場長（Vice－Director）を務め，

スタッフ（Staff）10人と労務者（Laborer）30人が

働く．労務者が多いように感じるが，日本の農業試験

場も，昔は圃場管理作業のため多くの労務者を臨時雇

用していた．私の大学生としての最初のアルバイトは，

昭和38年（1963年）夏休みの，福岡県農業試験場筑後

分場での臨時雇いによる調査補助で，1日働いて300

円だった．

　試験場の概要説明を受けて外に出る．試験場内で，

料理用バナナの花と実，楼性ココヤシを見る．初めて

見るものばかりである．楼性ココヤシは改良品種で，

普通のココヤシより2～3年早く，植えて5～6年で

実がなる．実は褐色で，地面からでも手が届く高さに

あった．圃場の土壌は，酸性硫酸塩土壌特有の黒褐色

を呈していた．黒褐色の中に見える黄褐色は水酸化鉄

化合物による．圃場は，水稲への窒素とリン酸の施肥

試験のため代掻され，水が張られていた．明日稲の苗

を移植するとのこと．移植するのは，1960年代に

南ヴィエトナムヘ持ち込まれた，高収量性のIRRI

（lntemational　Rice　Research　Institute：国際稲研

究所）系統の稲．品種は耐酸性のMTL61（ニIR19728－

112）で，IRRI系統の稲の中でも比較的に楼性なタ

イプである．苗長15cm，18日苗で5葉半，日本なら5

月頃の気温で30～35日苗に相当すると教えられる．苗

は一様に生育していて，苗栽培技術に進歩の跡が見ら

れる，とは井之上先生の話．井之上先生は，南ヴィエ

トナム時代，JICAの技術協力による熱帯作物学の短

期専門家として，カントー大学農学部に2度滞在され

ている．苗床を見に行く途中，放し飼いの檸猛な犬に

激しく吠えられる．破傷風はしたが，狂犬病の予防注

射はしていない．逃げるように歩く．

　試験場内の水路の水はきれいに澄み，魚の影すら見

えなかった．日本から持参した万能試験紙で水のpH

を測ったところ，3という信じられないほどの低い値

であった．これでは，飲めば水は酸っぱい味がするは

ずである．土手には黄色の鉄明磐石（jarosite）が析

表2　VH10酸性硫酸塩土壌試験場概要．

所在地：Hau　Giang省Phung　Hiep県Hoa　Loc村
設立：オランダの援助により，酸性硫酸塩土壌地帯での，主として稲作振興を図るために設立され，

　1980年より活動を開始する．

面積：実験圃場は30haで，実習農場を含めた全面積は700haの広さにある．

研究課題：

・酸性硫酸塩土壌の土壌管理

・水稲，豆類（bean，peas）等の栽培試験；施肥法，機械化試験

・病虫害防除試験

・酸性硫酸塩土壌に最も適した稲品種の選抜試験

研究支援：オランダによる研究支援として，1985年には全部で6人のオランダ人研究者（ワーゲニ

　ンゲン農業大学）がカントー大学を訪れ，個々に2週問ないし1ヶ月滞在し，滞在中に1日ない
　し2日間程酸性硫酸塩土壌試験場に来る．
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出している．鉄明磐石は，黄鉄鉱（pyrite）が大気・

水の存在下で酸化変質する過程での中間産物で，その

存在は，この辺り一帯が酸性硫酸塩土壌地帯であるこ

との証明である．酸性に強いパイナップルも，強酸性

によるリン欠乏のため，葉に赤色のアントシアン色素

が出ている．パイナップルの傍にキャッサバが植えら

れ，白い花をつけていた．ココヤシ，バナナは，土を

高く盛り上げてマウンドを作り，酸性物質を洗脱させ

た後植え付ける．そうでなければ枯死してしまう．

場内にCay　Tram（ヴィエトナム語でTramの木）

（1砿♂αJeμcαZεμoαdεηdroη）を見る．Cay　Tramは

酸性硫酸塩土壌でもよく育ち，生育速度も速い．5年

生木で約5mの高さになる．5年後ぐらいに，降雨

による酸性物質の洗脱後伐採し，水稲等の作物を植え

る．伐採木は木炭，燃料，建築材と，多目的の用途を

もつと説明される．そのため，その試験栽培が行われ

ているのであろう．イグサ（matrush），シチトウイ

（Chinese　matgrass）も酸性に強く，酸性硫酸塩土壌

でも良く育ち，場内に野草として広く生育していた

（図11）．酸性硫酸塩土壌について，ヒュィン・コン・

トーとの修士論文・博士論文研究を通して，これまで

実験室的には理解してきたが，実際に酸性硫酸塩土壌

地帯に立ち，植物生態や土壌管理・肥培管理の実態を

目の当たりにすると，その凄じさに感動すら覚える．

　昼食は，研究用建物の部屋で，Xuan夫人と4人で

取る．Be氏は別室．モチ米の妙りピーナツ入り，コ

コナツミルクのお粥，それに昼食用につぶしたばかり

の鶏肉とマングビーンとコリアンダーとキャベツの妙

め物．デザートはもぎ立てのパイナップル．ここでの

昼食は，今でも，強い印象を持って鮮明に覚えている．

酸性硫酸塩土壌

　VH10酸性硫酸塩土壌試験場の研究対象である酸性

硫酸塩土壌は，含まれる黄鉄鉱の酸化により強酸性を

示す土壌で，しばしば2以下のpHが測定される．東

南アジア及び南アジアのデルタに広く分布し，メコン

デルタでは，400万haのうち100万ha以上が酸性硫

酸塩土壌あるいは潜在的酸性硫酸塩土壌と推定されて

いる，紅河デルタにも分布し，ヴィエトナムにおける

低位生産性土壌の一つである．浅海底堆積物では，還

元条件下，有機物の供給を受けて，微生物の作用によ

り黄鉄鉱が生成する．このような堆積物が，自然陸化

あるいは干拓により酸化環境に置かれると，黄鉄鉱が，

酸素と水の供給下，微生物により酸化され，鉄明碧i石

等の中間産物を経て，最終的には，1モルの黄鉄鉱

（FeS2）から1モルの水酸化鉄（Fe（OH）3）と2モ

ルの硫酸（H2SO4）が生成する．

　酸性硫酸塩土壌地帯の自然植生として見られるイグ

サとシチトウイは，農業大辞典では工芸作物の中の繊

維作物として区分される．いずれも宿根性草本であり，

イグサはイネ科，シチトウイはカヤツリグサ科に属す

る．イグサは，原産地はインドとも言われ，古来山野

に自生する．茎は丸く，用途は畳表・花莚が主で，こ

の他ござ，角マット，円産，すだれ，縄，籠，ランチョ

ンマット，テーブルセンターなどに用いられる．シチ

トウイは，・アジアの熱帯及び亜熱帯地方が原産地．茎

は三稜をなし，断面は三角形で，三角藺とも言われる．

畳表，ござとして利用される．

篤農家訪問

　VH10酸性硫酸塩土壌試験場での昼食後，少時休憩

して帰途に着く．昼下がり，申し訳程度に品物を置い

た店の前に三々五々人が集まり，ニッパヤシの農家で

は暑さを避けて仮眠している．道の片側に沿って運河

が走る．運河を，人を乗せた小舟，ニッパヤシの葉を

編んだものを積んだ船が行き交う．運河の中に入って，

子供達が小魚を捕っている．運河の向こう側の家には，

棒橋石橋あるいは小舟で渡る。牛，豚，鶏，犬，家

鴨が多い．しかし，猫は見ない．猫は，食用にもなら

ず，労役にも使えず，門番もできず，鼠は蛇が取り，

メコンデルタでは何の役にも立たないのであろう．ジー

プが1羽の雄鶏を礫いてしまう．晩飯のおかずができ

たと，運転手は気にも留めない．

　途中でナム・ヴィン（Nam　Vinh）さんの果樹園

（fruit　orchard）に立ち寄り，見学させてもらう．場

所はチョウタイン（Chau　Thanh）県で，カントー

の南10km．Vinhさんは，この地域の篤農家中の篤

農家と聞く．栽培法を自分で工夫し，胡椒，カカオ，

コーヒー，ココヤシ，バナナ，ブオイ，サポジラなど，

何種類もの熱帯作物・果樹を栽培している．特にカカ

オの栽培に力を入れ，7種類のカカオを栽培して，選

抜を試みている．現在は栽培法を検討している段階で，

販売までは至っていないと聞く．1本のカカオの幹に，

花から実への一連を見る．カカオを始め，熱帯果樹に

は直接幹に実がつくものが多い．コーヒー豆は，成熟

・すると緑色から赤褐色に変わる．運河で海老を養殖し，

運河の泥土をカカオの木の根にかぶせ，肥料としてい

る．農家の前で，カカオフルーツからカカオを取り出

していた．白い果肉の中にカカオビーン（チョコレー

トの原料）が入っている．子供達がカカオの取り出し

を手伝っていて，カメラを向けると，にこっと笑って

こちらを向く．Vinhさんが，石臼でカカオビーンを
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磨り潰すところを実演してみせる．見る間にチョコレー

ト色になる．家の中で，カカオとブオイをご馳走にな

る．新鮮だから本当においしい．

ゲストハウスにて

　ゲストハウスの夕食は豚肉とター菜と玉葱の煮物。

川魚と野菜と茜蕩の煮物，肉団子とノリとビーフン様

のもののスープ．デザートはパパイヤ．南ヴィエトナ

ムでは果物が非常に豊富であり，またどの果物も非常

においしい．夕食後，カントー大学のカイ（Khai；

開）学長（Rector）がわざわざ我々を訪ねてくれる．

Rector　Khaiはヴィエトコン（南ヴィエトナム解放

民族戦線）の闘士だった人である．学長にはまだヴィ

エトコンのイメージが残り，さすがに芯はしっかりし

ているという印象を受けるものの，穏やかそうな人柄

に見える，Rector　Khai，稲学の次には食品加工学の

発展，援助を希望される．

12月30日（月）

学長との会見

　カントーの朝は早い．日中が暑いためであろう．朝

6時半過ぎには人々は動き始めており，子供達は学校

へ行く．ほとんどがサンダル履きである．朝8時から，

ゲストハウスで，カントー大学のファム・ソン・カイ

（Pham　Son　Khai；萢山開）学長，グエン・キム・

クァン（Nguyen　Kim　Quang；院金広）副学長との

公式会見．通訳はXuan夫人．先ず，我々が植物生

理学，植物病理学，土壌学の各学科へ持ってきた機器

類，器具類，試薬類を引き渡す．Khai学長から，カ

ントー大学における研究，教育，普及上の困難につい

ての話があり，協力の継続を希望される。

カントー大学

　カントー大学は1966年の創立で，農学部は1968年に

設立された．我々の訪問時（1985／1986）におけるカ

ントー大学の組織を，私が接した教員への聞き取りに

より表3に示す．農学系学部の多さが目に付き，農学

がカントー大学の中心をなしていることがうかがえる．

1985年6月に，JICA短期専門家としてカントー大学

農学部を訪れられた太田泰雄教授の記述、（太田，

1985）によれば，カントー大学には農学部，教育学部，

医学部の3学部があり，学生総数3，235（1983年度）

の約半数は農学部の学生である．太田教授の前1983年

10月に，同じくJICAの事前調査でカントー大学を訪

問された宮山平八郎教授の総合報告書（宮山，1983）

では，カントー大学は農学部，基礎科学・教育学部，

医学部の3学部から成り，農学部は作物学科，畜産・

獣医学科，食品加工学科，水産学科，農業機械学科，

水管理学科，農業経済学科の7学科，基礎科学・教育

学部は歴史・地理学科，数学・物理学科，化学・生物

学科，文学・外国語学科の4学科から構成されていた．

更に，作物学科には植物防疫，植物生理学，植物栄養・

表3　カントー大学の組織（1985／1986）．

Faculty　of　Agriculture

　Department　of　Soil　Science

　Department　of　Plant　Protection、

　Department　of　Plant　Physiology

　Department　of　Cropping　Technique
　Department　of　Genetics
Faculty　of　Fishery

Faculty　of　Water　Management

Faculty　of　Mechanics

Faculty　of　Food　Processing

Faculty　of　Animal　Husbandary

Faculty　of　Agro－Economics

Faculty　of　History

Faculty　of　Physics　and　Mathematics

Faculty　of　Foreign　Language

Faculty　of　Political　Theory

Faculty　of　Medicine

Faculty　of　Biochemistry

Mekong　Delta　Rice　Research　and　Development　Center

Tropical　Biological　Nitrogen　Research　Center

Soybean　Research　Center
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土壌学，園芸学の4研究室があった．私のは聞き取り

であり，太田教授の記述，宮山教授の報告書の信愚性

が高いと思われるが，表3のFaculty（学部）を学科，

Department（学科）を研究室に読み替えれば，宮山

教授の報告にほぼ対応すると言える．

　宮山教授は，前述のJICA事前調査の総合報告書

（宮山，1983）で，北のハノイ農業大学と南のカントー

大学訪問について，次のような感想を書かれている：

「ヴィエトナムが統一されて8年以上を経過している

が，北に比べると南は開放的で明るく，物質も多く豊

かに見える．ハノイの第1農業大学では研究室も見せ

てくれず，かつての留学生にも会わせてもらえなかっ

た．カントー大学では，かつてヴィエトコンであった

と自称する学長以下極めてフランクで，教室の授業風

景や学生食堂，女子寮までも見せてくれ，学生との接

触も平気であった．研究室の若い助手連中や学生達の

表情の明るさや親しさは，Vo　Tong　XuanやPham

Van　Kim両君のお蔭であるかも知れないが，北との

対比として学長に所見を述べておいた．」

カントー大学農学部への技術協力

　カントー大学農学部へのJICA技術協力は，1970年

3月にカントー大学農学部に対する農学教育協力に関

する政府間協定が締結され，我が国最初の高等教育レ

ベルの技術協力プロジェクトとして，8月に長期専門

家が派遣されて開始された（宮山，1986）．1975年4

月の南ヴィエトナム陥落で中断したが，その後再開さ

れ，1996年3月無償資金協力によって全部で9棟から

成る建物が完成し（江頭，2000），東京農工大学によ

る技術支援が実施された．我々3人が訪問した時はそ

のはざまにあったものの，カントー大学農学部への技

術協力再開への動きは進み，JICA短期専門家（事前

調査）として，宮山平八郎教授（麻布大学）が1983年

10月20日～11月3日の15日間（宮山，1983），太田泰

雄（筑波大学；遺伝育種学），佐本四郎（佐賀大学；

熱帯作物学），松本重男（九州大学；作物学）の3教

授が1985年5月28日～6月7日の11日間（大田，1985；

松本，1987），それぞれ派遣され，調査に当たられて

いる．我々の訪問当時，西側諸国は軒並ヴィエトナム

社会主義共和国への経済支援をストップしていたが，

ひとりオランダは支援を継続し，大学協力VH10

プロジェクト（University　Cooperation　Wageningen

Netherlands　Cantho　Vietnam　VH10Project）と

して，ワーゲニンゲン農業大学（Wageningen　Agri－

cultural　Univesity）によるカントー大学農学部への

教育研究支援が行われていた．

研究室訪問

　30日と31日は，カントー大学農学部の3人の専門に

関連する研究室を訪問する予定になっている．研究室

訪問の案内はXuan夫人。30日の午前中は第一キャ

ンパス（カイラン；Cai　Rang）訪問．カントー大学

第一キャンパスは，ゲストハウスから歩いて数分の所，

ゲストハウスやレクターハウスと同じ並びにある．キャ

ンパス内にバナナを見るのは南国としても，牛，山羊，

鶏，家鴨まで見るのは職住一体の，発展途上にある国

というところであろうか．JICAの技術協力でその後

度々訪問することになるバングラデシュでも，研究所

や大学は，一つの生活コンプレックスを形成していた．

第一キャンパス内の研究棟は木造で，予算不足から研

究機器の整備が行き届かず，また室内も決して綺麗と

は言えなかった．最初に，植物生理学科（Department

of　Plant　Physiology）の実験室を見学する．応対し

てくれたのはトアン（N．B．Toan）氏．実験室で，

何の実験機器だったかは定かでないが，JICAによる

技術協力の時代に供与された機器を見せてもらう．

1975年の南ヴィエトナム陥落で技術協力がストップし，

部品の調達がままならず，動いていないと聞いた．そ

の時は大変だなと同情したが，今にして思えば技術協

力要請のサインだったように思う．

土壌学科（第一キャンパス）

　植物生理学科の実験室の見学を終えて，土壌学科

（Department　of　Soil　Science）に回る．土壌学科の

うち第一キャンパスには，土壌調査・作図及び土地評

価研究室　（Soil　Survey＆Mapping　and　Land

Evaluation　Section）がある（図17～19）．スタッフ

が10人で，4年生が6人．チャン・キム・ティン

（Tran　Kim　Tinh），ドォ・フォク・ハウ（Do　Phuoc

Hau）両氏から説明を受ける．Tinh氏が，我々の土

壌学科訪問に際しての案内の責任者であった．Tinh

氏は，VH10計画による教育支援の一環として，オラ

ンダのワーゲニンゲン農業大学での2年間の修士課程

を終えて，最近帰国したばかりと聞く．2人の説明で，

酸性硫酸塩土壌VH10プロジェクト（Acid　Sulfate

Soil　VH10Project；前述の大学協力VH10プロジェ

クトのサブプロジェクトと思われる）の一環として，

ワーゲニンゲン農業大学による指導を受けて，アンザ

ン（An　Giang；安江），ハウザン（Hau　Giang；後

江），キィエンザン（Kien　Giang；堅江），ミンハイ

（Minh　Hai；明海）4省の土壌図（縮尺1：100，000）

が，アメリカ土壌分類方式（USDA　Soil　Taxonomy）

によって既に作成されているのを知り，その土壌図を
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見せてもらう．ヴィエトナム国全体では，その後はむ

しろFAO／UNESCO土壌分類方式による土壌分類
と作図が進み，現在では同方式による全国の土壌図が

完成している．

　1985／86年の訪問時，ハウ川以西はこの4省から構

成されていた．現在では，ハウザン省がカントー

（Can　Tho；芹宜）省とソクチャン（Soc　Trang；蓄

蝶）省に，ミンハイ省がバクリュウ（BacLieu；薄

寮）省とカマウ（Ca　Mau；金甑）省に分かれ，合わ

せて6省から構成されている．Tinh氏とHau氏2人

に説明を受けた部屋に隣接する実験室を見学して，室

内に人影がなく，実験器具等にここ暫く使われた形跡

を見なかったことから，使われていないのではないか

という印象をもったが，実際は使っているという説明

を受けた．初めての東南アジアで，九州大学農学部の

実験室との余りの落差に，そのような印象をもってし

まったのだが，ヴィエトナム戦争の後遺症が，人の心

にもまた教育研究環境にもまだ大きな陰を落としてい

た時代だったと思う．

土壌学科（第ニキャンパス）

　昼間は暑いので，11時から14時までは，ゲストハウ

スに戻って休憩である．午後は第ニキャンパス（カイ

ケ；Cai　Khe）を訪問する．Xuan夫人の他Tinh氏

も同行する．第ニキャンパスには，大学協力VH10計

画によって建てられた建物があり，そこが，土壌学科

の土壌物理・化学研究室（Soil　Physics　and　Chemis－

try　Section）となっている（図20）．Thin氏の言に

よれば，実験機器類はオランダの援助を受けているが，

建物はヴィエトナム側によって建てられたとのこと．

土壌物理・化学研究室は，スタッフが19人で，4年生

が10人．Xuan教授の長男もここのスタッフの1人で

ある．土壌物理実験室を見て，土壌化学の実験室を見

る．土壌化学実験室の責任者は女性スタッフのヴォー・

ティ・グォン（Vo　Thi　Guong）女史である．彼女

も，ワーゲニンゲン農業大学に3ヶ月程いたことがあ

るという．土壌物理・化学研究室では，酸性硫酸塩土

壌VH10プロジェクトの一環として，1980年からスター

トして，メコンデルタ地帯の土壌の物理的及び化学的

分析を行っている．一般の土壌化学分析なら大抵のこ

とができる設備が揃っている．分析されたデータを基

に土壌図を作成するのであろう．見学後，土壌化学実

験室の椅子に座って，Guong女史と，酸性硫酸塩土

壌の化学性について暫くの間意見を交換（図21）．

　土壌学科は，オランダ政府の援助による酸性硫酸塩

土壌プロジェクトのために，カントー大学の中では比

較的に整備された研究施設，比較的に揃った機器類，

実験器具をもち，また人材にも恵まれているのではな

いだろうか．1980年には，ワーゲニンゲン農業大学の

Dr．Ponsがカントー大学を訪問したとも聞く．毎年，

ワーゲニンゲン農業大学から数人のスタッフがカントー

大学へ来て，教育及び研究指導をし，またカントー大

学からもスタッフがワーゲニンゲン農業大学へ留学し，

教育・訓練を受けている．若い人に熱意が感じられる．

第ニキャンパスはゲストハウスから車で10分足らずの

所にあり，新しく建築中の建物も見える．しかし，建

築のスピードは極めてゆっくりのようである．

土壌学科その後

　土壌学科は教育研究環境において比較的恵まれてい

ると書いたが，戦争を知らず，ヴィエトナムの国情に

疎く，またヒュィン・コン・トーの気持を充分には理

解できなかったように，国を失い，家族・親族と別れ

るということがどういうことかを実感できない身には，

カントー大学の人の心までは読めなかったようである．

別れる時，Hau氏から，当局による郵便の検閲を恐

れてのことだったと思われるが，帰国後，日本の横浜

にいる友人に出してくれるようにと手紙（封書）を頼

まれる．その時，2人の心情には思いも及ばなかった

が，ややナーバスで憂いを帯びた表情を今でも覚えて

いる．1996年9月にカントー大学農学部を再び訪れた

時（江頭，2000），土壌学科に2人の姿はなかった．

　1996年9月の再訪時，カントー大学農学部は改組し

て11学科から組織されていた：土壌学，作物学，遺伝・

育種学，植物保護学，植物生理学・生化学，食品工学，

畜産学，獣医学，内水面水産増殖学，海洋水産増殖学，

環境・自然資源管理学．土壌学科は教官数13人，土壌

化学・物理・肥沃度・肥料，土壌作図・土地評価，地

理情報システム，土壌生成・分類の4研究室から構成

されていた．学科長はVo　Thi　Guong女史．大学か

ら貰った紹介冊子にその懐かしい名前を見つけたが，

ついに話す機会はなかった．遠くからちらっと見かけ

た女性がGuong女史だったろうと思っている．しか

し彼女だけで，他の男性スタッフの名前はもう見なかっ

た．学内案内の途中で，九州大学農学部で博士の学位

を取った植物病理学のファム・ヴァン・キム（Pham

Van　Kim；萢文金）氏に会うことができた．Kimさ

ん，建物はできたが，40歳から50歳にかけての教官数

が決定的に不足していると，淡々と話してくれた．戦

争は終わっても，その後遺症を回復するのにいかに時

間がかかり，長く空しい思いをさせられるか，他国を

戦場として去った国の人々には決してわからないであ
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ろう．北は，人はいる．しかし，設備がなく，情報が

ない．南には設備はある．しかし，人がいない．

ゲストハウスにて

　今日のゲストハウスの朝食はフランスパン，ゆで卵

とコーヒー．昼食はぼろぼろのインディカライスに，

豚肉の油妙め，それにもう1品．これは海老せんに添

えて食べる．デザートはパパイヤ．食後の果物はstar

apple（milk　fruitとも呼ばれる；和名はスイショウ

ガキ），半熟の柿に似た味．夕食はライス，牛肉の焼

肉（炭火で焼いたと思われ，すごくうまい），川魚の

フライ，トーガンに似た野菜と肉団子のスープデザー

トはパイナップル．ご飯を除いていずれもおいしい．

最大級のもてなしを受けているのであろう．ワーゲニ

ンゲン農業大学から魚類養殖研究室（Fish　Culture

Section）に技術援助に来ている若い研究者が，同じ

ゲストハウスに泊まっている．夕食後4人でつまらな

い話をして時間をつぶしている．このオランダ人青年，

名前をアリオと言い，修士課程を終えてまだ1年とい

う．日本を理解させようという，特に松山先生と私の，

時には突飛な話に対しても，「I　can’t　imagine」とし

ばしば言いながら，きちんと応対してくる．日本の大

学院生だったらどうだろう．

火災焼失

　実は，30日に訪問・見学した第一キャンパスの土壌

学科と植物生理学科の建物は，その後すぐに火災で焼

失した．井之上先生を通してのXuan教授の私信で

は，1986年8月14日午前1時頃，土壌学科の建物から

出火し，折からの風に煽られて植物生理学科の建物に

飛び火し，土壌学科の木造の建物と植物生理学科の日

本から供与されたプレハブの建物が完全に消失した．

この火災により，土壌学科では，実験設備・機器，試

薬，土壌調査用具，土壌図作成用具だけでなく，空中

写真，土壌断面調査票，土壌分析データ，メコンデル

タ土壌図，書籍・雑誌など，それまでのほぼ10年間に

集積した全ての成果が灰儘に帰した．Xuan教授，

Tinh氏，Hau氏を始めカントー大学関係者の落胆振

りは察するに余りある．この火災は，Tinh氏とHau

氏がカントー大学を去った遠因になっているかもしれ

ない．

福岡での再会

　Pham　Son　Khai学長とVo　Tong　Xuan教授は，

我々の帰国後すぐの1986年1月24日から2月12日まで

の日程で，JICAによる受け入れで日本を訪問された．

九州には1月29日から2月4日まで滞在された．井之

上準先生と松本重男先生が中心となってスケジュール

を立てられ，松山先生と私が加わった．Khai学長は

日本の戦後の経済復興に強い関心を示され，是非一度

日本を訪問したいという希望を持っておられ，カントー

大学では稲学の他に食品加工学にも力を入れたいとい

うことであったので，それらを考慮して日程が立てら

れた．29日夕刻福岡空港に，筑波訪問を終えての二人

を迎え，30日午前はJICA九州支部の表敬訪問と農学

部長訪問．午後は農学部の五号館211教室で，Xuan

教授の講演“The　present　land　use　in　the　Mekong

Delta”があった．稲一海老作付体系を強調されての

講演であり，質問も多く好評だった．31日は，都府楼，

観世音寺，大宰府天満宮，福岡女子短期大学，フクレ

ンジュース工場（甘木市），福岡県農業試験場への観

光と訪問に同行した．その時の福岡女子短期大学学長

は伊藤健次先生（前作物学講座教授；Xuan教授の学

位請求論文調査の主査）で，学長室での懇談の後，昼

食をご馳走になる．夜は，海幸で河豚料理．

　2月1日には日帰りで佐賀へ行き，佐賀大学の山川

寛学長を表敬訪問する．学長室での昼食の後，佐本四

郎教授の案内で佐賀平野を回り，稲作日本一になった

篤農家を訪ね，干拓堤防に登り，カントリーエレベー

ターで説明を聞き，イチゴハウスを通りすがりに見る．

2日は日曜日で市内回りとショッピング．先ずベスト

電器に行く．Khai学長が，ヴィエトナム戦争映画

（地獄の黙示録？）のビデオを食い入るように見てい

た．昼食後，Khai学長はホテル（チサンホテル）で

休息され，Xuan教授，井之上先生の3人で岩田屋，

ダイエーと回り，箱崎のいち屋で焼肉の夕食．3日は

九州大学田中健藏学長を表敬訪問し，駆け足で中央図

書館を見て，生協食堂で昼食を取る．午後は飛び入り

での医学部長訪問の後，スケジュールに従い伊藤ハム

鳥栖工場とセイレイ工業福岡工場（筑後市）を訪問す

る．夕食は五右衛門で豆腐料理．4日朝，新幹線で広

島へ移動する二人を博多駅に見送る．初めての日本訪

問でのKhai学長の印象は，r日本の戦後の復興と経

済発展の基盤に教育活動が大きな役割を果たした」で

あり，r資源に乏しい日本と豊かなヴィエトナムとが

協力することは，アジアだけでなく世界にとっても極

めて有意義である」であった（宮山，1986）．1996年9

月のカントー大学再訪で，Xuan教授及び夫人には再

会できたが，Khai学長とは会えなかった．Khai学

長とは親子ほどの歳の開きがあったが，どこか気心の

通じるところがあり，親しく接してもらった．今でも

学長の，心の中には激しい熱情を秘めながらも，表面

的には穏やかで人を包み込むような笑顔を思い出す．
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12月31日（火）

植物保護学科

　大晦日である．研究室訪問の2日目．この日も案内

はXuan夫人．午前中は第一キャンパス内の植物保

護学科（Department　of　Plant　Protection）の訪問．

植物保護学科の応対の責任者はグエン・ティ・トゥ・

クック（Nguyen　Thi　Thu　Cuc；院氏秋菊）女史．，

昆虫学博士の肩書をもち，副学部長（Vice－Dean）と

学科長（Department　Head）を務める．ヴォー・タ

イン・ホアン（Vo　Thanh　Hoang）氏（植物病理学）

も同席する．この時は，Pham　Van　Kim氏には会え

なかった．大学あるいは省の党組織によって意識的に

遠ざけられていたと今では考えている．宮山先生は，

前述のJICA事前調査報告書（宮山，1983）の中で，

カントー大学の各国に留学して帰学しているスタッフ

の中では，Vo　Tong　Xuan教授とPham　Van　Kim

助教授が抜群に光っていると書かれている．文部省へ

の海外学術調査計画調書では，Pham　Van　Kim助教

授も越側研究分担者として上げられていた．Xuan教

授に続いて，そのKim助教授も遠ざけられたことは，

メコンデルタ稲作改善基礎調査を通り一遍のものにし

たという思いは否めない．

　Cuc女史，美人が多いヴィエトナム女性の中では個

性的である．しかし，強い歓迎の意と熱意を表してく

れる．我々3人が案内された実験室のテーブルには生

花が飾られ，黒板には病原菌の名前，実験台には害虫

を見るべく顕微鏡が用意されていた（図22）．昨日の

第一キャンパスの土壌学科研究室では感じられなかっ

た雰囲気である．陥落前に日本から供与された機器類

が置いてある．しかし，動いていない．電圧が不安定

（カントー大学の電圧変化は110V±50～80Vあるいは

220V±50～80Vで，機器類を長期に維持するにはス

タビライザーが必要である）であるためと聞くが，日

本では，これより古い機器で動いているのが幾らもあ

る．

　植物保護学科は，これまで見学してきた学科の中で

は最も良い応対で，熱心な概要説明を受けた．Cuc女

史は英語が余りできないので，Xuan夫人の通訳を通

しての会話となる．植物保護学科のスタッフは12人で

土壌学科より少なく，一方4年生は70人と多い．卒業

生の需要が大きいのであろう．植物保護学科には，植

物病理学（Plant　Pathology），昆虫学（Entomology），

ネマトーダ学（Nematology），化学防除（Chemical

Control）の4コースがある．11年後の1996年9月の

訪問では，この4コースのうち，化学防除が農薬学

（Pesticides）に変わっていた．稲の病害では，イモ

チ病（blast　disease），紋枯病（sheathblightdisease），

ネマトーダによる害と白葉枯病（bacterial　leaf

blight　disease）について，大豆ではさび病（rust）

について研究している．大豆のさび病は担子菌による

被害である．ネマトーダによる被害は在来稲でひどく，

特に浮稲では大問題となっている．これは，これら稲

の生育期間（湛水期間）が長いためであり，ネマトー

ダによる被害は水が停滞している所で多発する．高収

量性稲は生育期間が短く，そう大きな被害とはなって

いない．イモチ病に対しては，抵抗性品種の育成を主

に，化学防除（農薬散布）を図り，紋枯病対策は化学

防除が主である．ネマトーダによる被害葉の標本を見

せてもらう．ネマトーダは水面を泳いで被害稲から健

全稲へ移る．ネマトーダ被害を受けた葉は内向きに巻

き，穂は白く稔実しない．実験室のややくすんだ壁に

は，メコンデルタのネマトーダ被害地域を模造紙に書

いた地図が貼ってあった．

再び土壌学科

　植物保護学科での説明の途中からひとり抜け出し，

土壌調査・作図及び土地評価研究室に行く．Tinh氏

とHau氏に会い，昨日土壌物理・化学研究室でもらっ

たメコンデルタの代表的な土壌の理化学分析の結果に

ついて議論し，ヒュィン・コン・トーとの共著論文

（Huynh－cong－ThoandEgashira，1976，1977）の

別刷りを昨日彼らに渡していたのでそのことについて

討論し，ミンハイ省とハウザン省の土壌図の略図作成

を依頼する．この時作成してもらった土壌図を基に，

帰国後作成したメコンデルタのハウ川以西の大まかな

土壌分布を図23に，分布する土壌の説明を表4に示す．

11時から14時までは休憩．昼食は鶏肉の油妙め，牛肉

とニラとキャベツの油妙め．ニュォクマムに漬けて食

べる．

メコンデルタ稲研究開発センター

　午後からは，Xuan夫人の案内で，2日間の研究室

訪問の締めくくりとして，第ニキャンパスにあるメコ

ンデルタ稲研究開発センター（Mekong　Delta　Rice

Research　and　Development　Center）を訪問する．

センター長（Director）がVo　Tong　Xuan教授であ

る．センターでは，チャン・タイン・べ（Tran

ThanhBe），ドォ・ヴァン・セ（DoVanXe），グ

エン・ゴック・デ（NguyenNgocDe），ズォン・ゴッ

ク・タイン（Duong　Ngoc　Thanh）の各氏が待って

いてくれる．Tran　Thanh　Be氏が主に説明を担当す

る．Be氏はセンター長補佐（Assistant　of　Director）
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図17　カントー大学第一キャンパス，土壌学科建物．

図19カントー大学第一キャンパス，土壌学科研究室（2）．

1蝿、

図21カントー大学第ニキャンパス，意見の交換．

図18　カントー大学第一キャンパス，土壌学科研究室（1）．

灘i

構

図24　カントー大学ゲストハウス，屋外での食事．

図20　カントー大学第ニキャンパス，土壌学科研究室．

図22

　　ぼモ
響総、魏鑑獣

カントー大学第一キャンパス，植物保護学科研究室．

図25　カントー大学ゲストハウス，屋内でのお茶とケーキ．
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メコンデルタのハウ川以西に分布する土壌の説明表4

Fluvaquent：自然堤防上の土壌（沖積土と呼ばれる）で，自然肥沃度が高い．乾季に灌概ができ

　高収量性稲の二期作が可能である．収量10ton／ha・年．

Aquept：人間が排水しなければ年間のある時期水で飽和される．

Humaquept：地形的にfloodplainと呼ばれる所に存在．乾季に水が不足し，可給態リンに乏しい．

Tropaquept：表面下50cmにおける平均夏季土壌温度と平均冬季土壌温度の差が5℃以下．

Sulfic　Tropaquept：鉄明暮石の存在するTropaquept．

Sulfaquept：Sulfuric層（鉄明暮石の存在とpH＜3．5）を有する．

Sulfaquent：Sulfidic層（黄鉄鉱の存在，乾燥すればSulfuric層になる）を有する．

Sulfohemist：有機質のSulfaquept．

Sulfihemist：有機質のSulfaquent．

Tropaquept－saline：海水の影響を受け，乾季に水稲の栽培ができない．稲一海老作付体系．

Soil　皿ap　of　the　50Uthern　part

of　the盟eko㎎delta

FN＝　Fluvaquent
Fn．TP：　Fluvaquen七ic　Tropaquep七
t。HP3　Typic　Humaquept
TP：　Tropaquept
t。TP：　Typic　Tropaquept
s．TP3　Sulfic　Tropaquept
SP＝　Sulfaquept
SN＝　Sulfaquent
SH＝　Sulfohemis七　〇r　Sulfihemist
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図23メコンデルタのハウ川以西4省の土壌分布概要図
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の地位にあり，Xuan教授の仕事を直接的に補佐する

立場にある．我々の調査にずっと同行してくれた他，

大学には毎日朝6時に行き，6時半から講義をしてい

るそうである．1996年9月のカントー大学再訪時，Be

氏はロシアに出かけていて，帰国途上にあると聞いた

が剛こ合わず，再会することはできなかった．

　メコンデルタ稲研究開発センターのスタッフは18人

である．18人のうち，Xuanセンター長1人がドクター，

即ち農学博士の学位をもつ．12人が農業技師（Engi－

neer　Agriculture）の職位にあり，我々を出迎えて

くれた4人はこの職位にある．残りは，技術者

（Technician）4人と労務者（Laborer）1人．メコン

デルタ稲研究開発センターは稲生産の教育・研究・サー

ビスを業務とし，メコンデルタ地帯の稲の品種適応試

験と栽培試験を主に行っている，加えて，フィリッピ

ンにあるIRRIとタイアップして，IRRIで品種改良

された高収量性稲をセンターへ持ち込み1適応試験・

栽培試験を行い，各種の稲を農家に普及する．センター

では40の試験を行っている．各試験地に学生（4年生）

を派遣，学生は試験地に6ヶ月滞在し，試験に当たる．

メコンデルタ稲研究開発センターから農家に普及して

いる稲の品種ど種類を表5に掲載する．メコンデルタ

の稲作増産に果たしたメコンデルタ稲研究開発センター

の役割は大きく，メコンデルタでの水稲生産の大きな

伸びにより，ヴィエトナムの水稲生産量は1986年の

1，600万トンから1996年の2，630万トンに増加し，同国

は1989年米の輸出国へ転じた（江頭，2000）．

再々の土壌学科

　メコンデルタ稲研究開発センターでの説明の途中か

らひとり抜け出し，土壌物理・化学研究室へ行く．そ

のため，その後の圃場見学は失することになる．土壌

物理・化学研究室で，Tinh氏，Hau氏の他，Guong

女史と，酸性硫酸塩土壌の性質について，更に討論を

続ける．トーと私の研究結果（Huynh－cong－Tho　and

Egashira，1976，1977）では，酸性硫酸塩土壌では

湛水しても還元が発達しないとしているが，Guong

女史の結果によれば還元が発達し，全く正反対の結果

が得られている．酸性硫酸塩土壌では可給態リンの含

量が低いことではTinh氏やHau氏と意見の一致を

みたが，私がカリウム含量も低いと話したのに対し，

彼らは低くないと言い，カリウム施肥の効果もないと

言う．議論はここままで打ち切りとなった．Guong

女史に対しても，その時預かった宿題を回答しないま

までいる．

大パーティー

　夜は，Khai学長の他，カントー大学の主要なメン

バーが10人近くもゲストハウスに集まってくれ，

Xuan夫人もアオザイ姿で出席し，アリオ，我々3人

も加わり，大パーティー（Year　End　Partyあるい

はNew　Year　Eve　Party）となる．パーティーがあ

ると聞いてはいたが，こんなに大勢の人が集まってく

れるとは予想もしていなかった．我々に対する歓迎の

意と日本の援助に対する熱い期待の現れと善意に解釈

したが，Xuan教授のカントー大学における実力と影

響の大きさがあったのであろうし，参加してくれた人

の多くは南ヴィエトナムの人であり，統一後の体制変

化に適応を見せながらも，日頃縁遠くなったパーティー

に飢えていたのではと詮索する．井之上団長は予想外

の歓待に面食らってしまい，パーティーの後寝込んで

（ネコンデルタ）しまった．

　建物の外の敷地にテーブルを出し，その上に豪華な

料理が並ぶ．小型のロブスター，チャジョ（春巻），

中に卵が入ったヴィエトナム製の餅，特製のスープな

どなど．酒はコニャック．裸電球の下で食事を，酒を，

会話を楽しむ（図24）．食事の間中，多くの子供達が，

入口の門扉に顔をすりつけるようにしてこちらの様子

を窺っていた．日本でも昔，田舎ではよく見られた光

景である．食事の始めに，Pham　Son　Khai学長がヴィ

エトナム語で，チャン・フォク・ズォン（Tran

Phuoc　Duong）博士（熱帯生物的窒素研究センタ門

長）の通訳で挨拶．宴半ばで，井之上団長が日本語で，

松山先生の通訳で返礼する．その後，松山先生が斎太

郎節を，私が博多祝い節を歌う．我々の歌で宴の雰囲

気もだいぶ和んだようで，続いて，ヴィエトナム側が

集団でホー・チ・ミン賛歌を合唱する．

　食事の後，建物の中に入り，お茶とケーキ．卓上に

表5　メコンデルタ稲研究開発センターから農家に普及している稲の品種と種類．

品種：普及している品種はMTL　westem　rice　No．1～No．77

種類＝次のような種類を含む．

　Floating　rice，Deepwater　rice，Medium　maturity　rice，Early　maturity　rice，Traditional　rice

　（long　duration），Acid－tolerant　rice，Salinity－tolerant　rice，Rainfed　rice（陸稲），Drought－

　tolerantrice，IRRlvarietyrice



324
江頭和彦

は生花が飾られ，豪華なケーキが運ばれてくる．本当

に大きなケーキで，ケーキカットとしてKhai学長と

井之上団長が入刀されるのを，全員でにこやかに見つ

める（図25）．また淡雪みたいな菓子．お茶が済んだ

頃，カントー大学の学生による歌．歌うのは美人揃い

の数人の女子学生，1人ずつ代わる代わる歌う．バッ

クは男子学生による生バンド．いずれの歌も哀愁を帯

びたトーンで，心に響く．1人の美女学生と，ドナド

ナを片やヴィエトナム語，片や日本語で歌う（図26）．

その後1北国の春と上を向いて歩こうを歌う．これで，

私の歌好きがカントー大学でもすっかり有名になって

しまった．大学の上層部が帰った後，これらの学生が

ディスコダンスを始めた．これには完全に驚いてしまっ

た．まさかヴィエトナムで見ようとは思ってもいなかっ

たからである．彼らは，恐らく10歳前後で南ヴィエト

ナム陥落を迎えているはずである．単なる西側諸国に

対する撞れか，あるいは国や大学の施策に対する反発

の現れかはわからないが，国を変えていくのは，いつ

の時代も若い人の，学生のエネルギーである．統一後

大きく左に振れた南ヴィエトナムの振り子が少しずつ

ではあるが，右に戻ってきているようである．

1986年

1月1日（水）

ソンハウ国営農場訪問

　年が明けて，メコンデルタで1986年の新年を迎える．

外国で新年を迎えたのは，1979年の米国テキサス州ブ

ライアン（Bryan）が最初で，2回目がここヴィエト

ナム国カントー，3回目が1998年のタイ国コンケン

（Khon　Kaen）である．日本では正月を盛大に祝うの

に，遠く日本を離れてヴィエトナムにいて，何もない

では寂しいだろうと，カントー大学の人達が，我々3

人をソンハウ国営農場（Song　Hau　State　Farm）へ

連れて行ってくれ，新年を祝ってくれた．同行は

Khai学長，Xuan夫人とBe氏．ソンハウ国営農場は

カントー市の北30km，ハウザン省オーモン（O　Mon）

県にある．ゲストハウスを出て，市街地を抜ける．カ

ントー市の目抜き通りに面する建物は，ほとんど手入

れがなされていないようで，ハノイと同様汚く見える．

ハウ川に沿って北上する．ハウ川に流入する支流ある

いは運河を幾つも越える．3日前，南下してVH10酸

性硫酸塩土壌試験場に行った時と同じ光景が道の両側

に展開する．

　国営農場の端に着き，ボート（Vo　Lai号）に乗り、

換えて，農場の中心にある管理事務所に向かう．運河

の両側の土手にはバナナが続く　（図27）．家鴨の雛が

ボートに驚いて，鳴きながら一斉に土手に上がる．国

営農場で働く農民の，粗末な，ニッパヤシで屋根と壁

を葺いた農家（図28）が点々と所在する．半ズボンの

子供が，ボートの方をじっと見ていた．上半身は裸．

図29は，国営農場内に10以上あると聞く小学校（pri－

mary　schoo1）の一つ．しかし，それと聞かなければ

学校というより大きな小屋である．ボートの中で，

Khai学長から仁丹を所望される．Khai学長，仁丹

を口に入れた時の爽快さが余程気に入られたようであ

る．

　30分足らずボートに乗って，管理事務所に到着する．

着いてまた驚いた．新築の立派な事務所であった．室

内は空調されており，ホー・チ・ミン主席の胸像が置

かれ，木製の立派なテーブルと椅子，それにナショナ

ルのビデオデッキ（図30）．粗末な農民の家，みすぼ

らしい子供の服，汚い便所とは，まさに好対照である。

国営農場の指導者（所長）（Director）はチャン・ゴッ

ク・ホアン（Tran　Ngoc　Hoang）氏．64歳の，精惇

な顔をした，対フランス戦争当時からの闘士である．

Khai学長の古くからの友人で，年令の割には老けて

見え，大きな声で話し，素足である．大の日本人びい

きということで，我々を歓待してくれる．妹さんと二

人で国営農場を運営する．カントー大学の卒業生が国

営農場の管理・運営において指導的な立場を占め，彼

らを助ける．現在16人の卒業生が働き，4人が技師

（農学）で，12人が技師（畜産学）である．Vo　Tong

Xuan教授の影響はここでも大きく，稲の品種選択，

栽培に対して助言する役割を担う．ソンハウ国営農場

は，南ヴィエトナムで成功した数少ない国営農場の一

つであり，そのことには，指導者であるTran　Ngoc

Hoang氏の個人的資質と才覚が大きいと思われる．［

彼の資質が人を引き付け，その人が彼を助ける．

　ソンハウ国営農場は1979年に創設された．創設当時

は16人であったが，現在160人のスタッフメンバーと

労務者がいて，7，000haの管理面積を有する．ソンハ

ウ国営農場では，農民は国営農場と契約を結び，年間

1．5トン／haの米を国営農場に供出，残りは農民自身

のものになるという仕組みになっている．他の農産物

も，一定量を国営農場に供出すれば，残りは農民のも

のになると思われる．働けば働くほど自分の取り分が

増えるのでは，働く意欲も湧こうというものである．

ソンハウ国営農場は6年前（創設時）からこの方式で

管理・運営を始め，成功裏に進んでいる．肥料と農薬

は，国営農場から農民に支給される．福祉にも力を入
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れ，国営農場内に学校（小学校と中学校）と病院を建

設し，農民及び家族の教育と健康管理に努めている．

昨年（1985年）11月，第二国営農場として10，800ha

の農地を開墾し，200人の農民と契約した．開墾では

野草（Cay　Say）を刈り払い，水田とした．今後更

に拡大していく予定にある．

　ソンハウ国営農場は，米生産だけには頼らず，多角

的な農業を営んでおり，バナナは加工して干しバナナ

として袋詰にして，ソヴィエト連邦に輸出している．

干しバナナ，食べてみたが余りおいしくはない．日本

に輸出したとしても，最初は物珍しさで買われても，

とても長くは売れないであろう．その他，家鴨，鷲鳥

を飼育し，肉，卵，羽根を輸出している．ハウ川から

入ってきた魚を簗で誘い込み，水路（ditch）で養殖

している．元手がかからず，賢いやり方である．一部

重複するが，ソンハウ国営農場の農畜産物の生産概況

を表6に示す．

　事務所でソンハウ国営農場の概要説明を聞き，国営

農場を紹介するビデオを見せてもらう．それを見てい

る我々の姿をビデオに撮り，すぐに再生してくれる．

ここだけは別世界の感である．外に出て，運河にかか

る橋を渡り（図31），国営農場内を歩いて見て回る．

小学校帰りの子供達が，藁半紙の教科書を持っている．

服は，ぼろ切れを身につけていると言ったほうがよい．

それに跣である．カメラを向けると隠れてしまう．彼

らの姿を1枚写真に撮りたかったのだが，結局できな

かった．水田では，様々なタイプと生育段階の稲を見

ることができた．高収量性稲は苗段階（seedling

stage）に，2回移植在来稲と浮稲は登熟期（ripen－

ing　stage）にあり，2回移植と言いながら，いずれ

も直播されていた．2回移植在来稲（図32），品種は

Cu　Luaで，桿長は180cmであった．

　事務所に戻っての昼食がまた豪華であった．運河で

取れたという小型のロブスター費ゆでて出してくれる．

日本では正月や祝い事の折に伊勢海老を食べる習慣が

あるが，値段が高くて我々ではとても買えないと話す．

国営農場で収穫したモチ米から造った酒，それにビー

ル．昨夜の食べ過ぎ，飲み過ぎが残っていて，残念な

がらとても食べきれなかった．Hoang老師は，食料

品を日本に輸出し，機械を輸入したいとしきりに熱望

される．農民を裕福にするために働いていると言われ

る．Hoang老師は，国営農場の運営に対して確固た

る考えをもっており，我々を納得させる．学問的知識

はなくとも，経験に則した知識を有する立派な指導者

である．今のヴィエトナムに必要なのは，しっかりと

した展望をもった指導者である．ホー・チ・ミン主席

を崇拝しながらも，働きに応じて農民の取り分を増や

すという老師の方針は，南ヴィエトナムの振り子の右

へのゆり戻しの一つの現れであるかもしれない．集団

農場制を採りながらも，家族を生産の基盤に置く方針

は，ドイモイ後の集団農場制から家族請負制への農業

生産体制の転換の先駆けであり，昨夜のカントー大学

の学生によるディスコダンスとは別の意味で，振り子

のゆり戻しである．ゲストハウスに戻っての夕食は，

海老のフライに，牛肉とインゲンの油妙め，それにロー

ルキャベツのスープ．夕食も豪華であった．

10年後のソンハウ国営農場

　ほぼ10年後のソンハウ国営農場について，近隣のクー

ロンデルタ稲研究所で，1995年から3年間過ごされた

金氏らが書かれている（金ら，1999）．それによると，

ソンハウ国営農場は，依然として国内で最も優秀な経

営を行っている国営農場として知られる．総面積

7，000ha，その78％が水田．米を主に，野菜，果樹，

家畜，魚を生産し，米の他，生姜やマッシュルームを

輸出する．稲の収量（籾重）は，1ha当たり乾季で6

～6．5トン，雨季で3．5～4トン程度である．収穫した

籾の約8％を自家用にし，残りは国営農場に販売する．

籾Φ1人当たり年間消費量は平均およそ140kg。戸数

表6　Song　Hau国営農場（Hau　Giang省O　Mon県）の農畜産物生産概況．

水稲：国営農場全体での生産量は18，000～20，000ton／年（平均して3ton／ha・年）．

　　　収量は，創設当時1ton／ha，現在では5～6ton／haをあげている1グループもある．

　　　（収量は籾重で表す．玄米重に換算するには係数0．7をかける）

バナナ：20ton／ha・年；加工して干しバナナとしてソヴィエト連邦に輸出する．

家鴨：100，000羽；卵の輸出

鷲鳥：羽根，肉の輸出

豚：1，300頭

砂糖黍：栽培面積50ha；国営農場内で消費する．

魚：ハウ川から流入した魚を水路内で養殖する．

その他：煉瓦の生産
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図26　カントー大学ゲストハウス，女子学生とデュエット．

獄

図28　ソンハウ国営農場，農家と子供．

図30　ソンハウ国営農場，管理事務所室内．

図27　ソンハウ国営農場運河と土手のバナナ．

f

、撫轟鍵慧　．

　　図29　ソンハウ国営農場，小学校．

図31　ソンハウ国営農場，運河にかかる橋．

図32　ソンハウ国営農場，2回移植在来稲（Cu　Lua）．

「
職

ぼ一一鱒
図33　カントー大学第ニキャンパス，バレーボールを楽しむ．
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は2，800，人口は15，000人，家族数は1戸平均5．4人．

国営農場の運営は，所長と3人の副所長，12の部で働

く200人程の職員によって行われ，予算規模は約600億

VNドン（約550万ドル）である．国営農場は，日本

の農協の機能をもつだけでなく，学校の経営や地域の

道路整備等，行政分野でも広く活動する．

　農家1戸当たりの経営面積は原則として2．5haで，

運河に直行する形で，農家の宅地と間口50m，奥行き

500mの圃場が配置されている．圃場の2または3辺

に，幅2ないし3mの堀が掘られ，魚が飼われる．

土手の畑には，緑豆，茄子，胡瓜，ニガウリ，バナナ

などが栽培され，庭では豚が飼育される．このような

農業生産体系はR＋VAC（Rは米，Vは果樹，Aは
魚，Cは家畜を意味する）システムと呼ばれ，メコン

デルタファーミングシステム研究開発研究所（メコン

デルタ稲研究開発センターから改組）が，メコンデル

タの農家に普及しているものである．

　更に金氏らの記述を借りて続けると，ソンハウ国営

農場では，1996年に高等学校が開設された．調査に入っ

た農家の1軒では，5人の子供がいて，上の2人の男

子は家業の農業を手伝い，長女は自宅のミシンで裁縫

の仕事をする．次女と三男は中学生で，白のシャツ，

紺のズボン，赤いネッカチーフで通学する．国営農場

の中心部から5km程奥に入ったこの辺りにはまだ電

気はきていないが，ほとんどの農家でテレビを持って

いる．電源はバッテリーで，1週間毎に充電する．こ

の10年の間に，運営体制が確立し，農業生産性と生活

レベルが格段に向上したようである．

1月2日（木）

度々の土壌学科

　午前中はゲストハウスで休息．ゲストハウスの前の

道を，牛を連れた少年が歩いてゆっくりと通り過ぎる．

道の向こう側は墓地になっている．午後から第ニキャ

ンパスの土壌物理・化学研究室へひとり出かけ，最初

にGuong女史と，続いて遅れて来たTinh氏と議論

を続ける．ミンハイ省とハウザン省の土壌図について

補足的な質問をし，酸性硫酸塩土壌での植物養分，特

にリン酸の最低レベルについて意見を交換する．酸性

硫酸塩土壌で還元の発達が起こるかどうかも確かめる

必要がある旨話す．もし今までのデータを送ってもら

えるならば，土壌の肥沃度評価を日本で試みたいと申

し出たところ，各成分例えばアルミニウムの毒性レベ

ルを知りたい旨の返事があった．ヴィエトナムからあ

るいはヴィエトナムヘの品物の送付が困難な状況下で，

どうすれば研究協力が続けられるかである．しかし，

私の意志の弱さ，行動力のなさから，またその後，

「メコンデルタ稲作改善基礎調査」の思いとは裏腹に，

九州大学農学部教員としてバングラデシュ農業大学院

への技術協力に関わることになり，結局この場だけの

話に終わってしまった．その後もカントー大学農学部

へ入ることができず，代わりにJICAプロジェクト

「ハノイ農業大学強化計画」（1998年9月～2003年8月）

として，北のハノイ農業大学への研究教育支援を担う

こととなった。

ゲストハウスにて

　ゲストハウスは2階建てで，我々の居室は2階にあ

る．部屋にはベッドと机があり，大きい部屋にはソファー

もある．天井には大きなファンが備え付けられ，ベッ

ドには蚊帳がセットされている．大きな部屋を井之上

先生と松山先生が使い，小さな部屋を私が1人で使う．

食堂は1階で，食事の度に呼ばれて降りて行く．今日

の昼食は牛肉の焼肉．炭火で焼いた牛肉を白菜に包み，

それにビーフン，西洋ハッカ，昼顔様の葉，マングビー

ンのもやしを添え，ニュォクマムに潰けて食べる．ニュォ

クマムの必要さが段々と体で分かってくる．ゲストハ

ウスのニュォクマムは上等のものらしい．夕食は豚肉

の油妙め，牛肉と白菜と葱の煮付け，それに蟹か海老

のすり身と春菊のスープ

1月3日（金）

セミナー開催

　午前中は第一キャンパスで，農学部のスタッフを対

象にセミナーを開催する．会場は，農学部関係の研究

室が入る建物と同じ場所にあり，学生用の講義室と思

われる．講義室も，これら建物と同様，プレハブに少

し毛の生えた程度のものである．朝8時頃我々が会場

へ着いた時には，既に100人近くの人々が集まってい

た．講義室に暗幕が無く，板や黒い布で覆ってみたが

不充分で，そのため部屋全体が明るく，加えてプロジェ

クターの光度が不充分でスライドの写りが悪く，コン

トラストの低いスライドはほとんどと言っていいほど

見えなかった．最初に，松山先生が約1時間，稲のイ

モチ病について話された（表題：Rice　blast　disease

in　Japan）．松山先生のスライドにほとんど見えない

ものがあったので，小心者の私としては，スライドが

見えなかったらどうしよう，スライド無しでどう話す

のだろう，これは大変だと思っていたが，土壌断面の

スラィドには写りの悪いのが何枚かあったものの，自

分で図や表を書いて苦労して作り上げたスライドに，



328 江頭和彦

何とか見えたようである．日本ではとても考えられな

いことだが，発展途上の国ではこのような事態は充分

に予想されたことである．しかし，日本でも，1971年

10月，九州大学の担当で日本土壌肥料学会全国大会を

開催した時，会場の文系キャンパスの講義室には，学

生紛争の煽りを受けて暗幕が無く，窓にコールタール

紙を掛けてその場をしのいだ苦い思い出がある．

　松山先生に続いて，9時30分から11時まで1時間半

程話す．私が英語で話すのをTran　Kim　Tinh氏が

ヴィエトナム語に通訳する．彼はスマートな男で，私

の拙い英語をいとも簡単にヴィエトナム語になおす．

私の英語で理解できない部分は，スライドを見ながら

彼自身の言葉で話していたのであろう．2つの表題

で話す．最初に，ヒュィン・コン・トーの修士論文

“Some　chemical，physical　and　mineralogical

properties　of　acid　sulfate　soils　from　the　Mekong

delta　in　Vietnam”（ヴイエトナムメコンデルタ酸性

硫酸塩土壌の幾つかの化学的，物理的及び鉱物学的性

質）を話す．自分としては比較的ゆっくりと落ち着い

て話せてやや満足したつもりでいたが，発表後，トー

の土壌試料採取に問題があり，カントー大学圃場の土

壌の実態を反映していないというクレームがついた．

採取場所が不適切であったらしく，恐らくは，トーが

帰国しないことへの批判も加わってのことだったろう

と思われる．Tinh氏が弁護してくれたようである．

ただ，私は，例えカントー大学圃場の土壌の実態を反

映していないとしても，この土壌試料の分析結果は，

メコンデルタの酸性硫酸塩土壌の特徴を的確に表して

いると考えている．

　私の2つ目の表題は，“Morphological　features　of

Japanese　paddy　soils”（日本の水田土壌の形態学的

特徴）であり，褐色低地土，灰色低地土，グライ土の

断面を対比して見せたが，スライドの写りが全体的に

悪く，鉄やマンガンの移動集積を理解してもらうには

不充分であったようである．最後に，富士山と伊豆半

島の白糸の滝と音止の滝のスライドを見せ，音止の滝

にかすかに虹が写っているのを利用して，この虹がカ

ントー大学と九州大学を結び付ける懸け橋になるよう

に希望すると言って，話を締めくくった．まずまずの

落ちだったように思う．ゲストハウスに戻っての昼食

はmudfishのフライに，四角豆と牛肉の煮付け，デ

ザートはブオイであった．この日のセミナーのため，

前日午前2時までかかって準備をしたので，それとセ

ミナーが終わって気持がほっとしたため，昼食後1時

間程寝入ってしまう．

第三キャンパス見学

　午後は，先ず第三キャンパス（ヴァンホア；Van

Hoa）を見に行く．案内はXuan夫人．第三キャンパ

スはカントー市のダウンタウンに位置し，医学部があ

る．1学年120人で，今年初めての卒業生を出す，建

物は，相対的ではあるが，第三キャンパスが最も立派

で，次に第ニキャンパスで，第一キャンパスが一番劣

る．第一キャンパス，本当にプレハブに少し毛の生え

たような建物ばかりである．ダウンタウンを車で回る．

道や建物も比較的綺麗である．市場もある．映画館の

前では，50人程が開場を待っている．カントー川の河

畔には，ホー・チ・ミン主席の銅像がある．ヴィエト

ナム語が読めないので，小売店以外何の建物かわから

ないのが多く，残念である．

畜産学部訪問

　第三キャンパス見学から第ニキャンパスに回り，畜

産学部（Faculty　of　Animal　Husbandry）を訪問す

る．同学部のチョウ・バー・ロク（Chau　Ba　Loc）

学部長から訪問の要請があったためである．畜産学部

の建物は，土壌学科の土壌物理・化学研究室の建物の

斜め前にある．学部長との会談中，我々の後ろの窓か

ら学生が鈴なりになって中を覗き込み，各学科の建物

を案内してもらった時には，子供達がついてまわる．

教室を見終わって室外に出ると，鵯学生達の，多分我々

の事を話題にしてだろう笑い声が上がる．畜産学部と

はいえ，動物園の動物並に見つめられたのはここだけ

であった．畜産学部は，・実験機器が今まで訪問した研

究室の中では最も少なく，あっても動いていないのが

かなりある．しかし，国からの財政援助は期待できず，

学部の教育研究を発展させるためには，外国の援助に

頼らざるを得ない．そのため，他大学との協力を強く

希望している．畜産学部の学部長が我々の訪問を要請

したのも，そこに狙いがある．期待に答えうる可能性

が少ないだけに，訪問する者としてもつらいものがあ

る．実験機器はなかったけれど，スタッフの女性は美

人揃いであった．

　畜産学部には，動物解剖学（Animal　Anatomy，2

実験室），動物生理学（Animal　Physiology，2実験室），

動物栄養学（Animal　Nutrition，1実験室），動物飼

養・遺伝学（Animal　Feeding　and　Ge血etics），動物

病理学（Animal　Pathology）の5学科と実験農場があ

る．ティーチングスタッフは40人で，学生数は300．4

年コースで25の教科（subject）がある．現在，ポー

ランドと協力関係にある．
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メコンデルタ稲研究開発センターでのセミナー

　引き続き，メコンデルタ稲研究開発センターで，井

之上先生が，ジャポニカ，インディカ，日印交雑種の

稲の形態と生理学的比較について（表題：Elongation

ability　of　floating　rice　in　the　severa．1Asia．n

countries），スタッフや学生を前に講演される．稲籾

貯蔵庫の中での講演だったので，暗幕も必要とせず，

スライドの写りも良かった．カントー大学のキャンパ

スでは，バレーボールをしているのをよく見かける．

メコンデルタ稲研究開発センターの前でも，スタッフ

の女性が，午後5時前からバレーボールを楽しんでい

た（図33）．腰をややくの字に曲げてボールを待って

いる姿は，何とも優雅であった．ゲストハウスの夕食

はピーナツ入りのビッグハンバーグ，挽き肉とマカロ

ニのスープ，海老せん，それに生野菜，生野菜は，回

虫の危険性があるということで食べないようにしてい

る．デザートはサポジラ．夕食中に停電ランプとロー

ソクの中での夕食となる．すぐにランプとローソクを

用意してくれるということは，度々停電があるのであ

ろう．ヴィエトナムヘ来て初めての停電は1時間足ら

ずで終わった．

1月4日（土）

メコンデルタ稲作調査

　朝食は麺であった．ビーフンに具として鶏肉，マン

グビーンのもやし，葱，ニラが入っており，さしずめ

鴨南というところ．今日から「メコンデルタ稲作改善

基礎調査』活動の後半で，フィールド調査となる．フィー

ルド調査は正直感動の連続であった．井之上先生は東

南アジアの浮稲の生理・生態に詳しく（井之上，1987），

メコンデルタの稲の生態，即ち水稲，深水稲，浮稲，

を教えていただいた．松山先生からは，様々な稲の病

態（ネマトーダによる被害，イモチ病，白葉枯病，ゴ

マ葉枯病，紋枯病，小粒菌核病，サーコスポーラリー

フスポット，葉梢腐敗病など）を教示いただいた．私

自身にしても，酸性硫酸塩土壌を見て，そこでの植物

生態と管理対策を知る機会に恵まれ，また悠久のメコ

ンと触れ合い，その中に身を置いたことは，今にして

思えば，それまでの精神的な弱さから立ち直るきっか

けとなった．メコンデルタフィールド調査の行程を，

VH10酸性硫酸塩土壌試験場（Hoa　An　Station）及

びソンハウ国営農場への行程を含め，図34に示す．

メコンデルタ稲生態

　フィールド調査の実際について記述する前に，稲の

生態について簡単に触れる．稲は，畑状態から深水状

態まで幅広い水分条件に適応して生育することができ

る唯一の植物である．畑状態で栽培されるのが陸稲

（upland　rice）であり，水稲（paddy　rice）は水管理

可能な水田で栽培される稲である．水管理できない状

況下で栽培され，最深時の水深が1mより浅い所で

栽培されるのを深水稲（deepwater　rice），1mより

深い所で栽培されるのを浮稲（floating　rice）と呼ぶ．

1985／86年のメコンデルタ稲作調査では，高収量性稲

（high－yielding　and　short－culmed　rice），1回移植

在来稲（tall　native　single－transplanted　rice），2

回移植在来稲（tall　native　double－transplanted　rice），

浮稲の4タイプの稲をみることができた（lnouyeθむ

畝，1986）．稲の生態との対応では，高収量性稲と1

回移植在来稲は水稲に，2回移植在来稲は深水稲に対

応する．深水稲と浮稲は，その後のバングラデシュで，

JICA短期専門家活動の合間を縫って度々見に出かけ

たが，見たのはこの時の調査のメコンデルタが初めて

であった．浮稲や2回移植在来稲は，かつてはメコン

デルタでも広く栽培されていたが，水利事業の進展に

より高収量性稲の導入が可能となり，現在ではもうほ

とんど見ることがなくなった（江頭，2000）．

　高収量性稲はIRRIで育種され（bred）あるいは

メコンデルタ稲研究開発センターから供給された

（released）ものである．高収量性稲と1回移植在来

稲は水位の調節が効く所で栽培され，移植時の水深は

10cmである．2回移植在来稲は，tidal　swamp　rice

の方がより実態を表しており，川の傍で潮の干満の影

響を受け，水位の調節が効かない所で栽培される．水

田の水位が低い時に苗を育て，水位の上昇とともに1

回目の移植を行い，さらに水位が上がって2回目の移

植を行うもので，2回目の移植時の水深は40cmであ

る．図35に，その当時のメコンデルタにおける稲作体

系（rice　cropping）を，降雨量と圃場の水位に関連

させて掲載する．稲作体系毎の面積，施肥量，収量の

聞き取りを付記する．メコンデルタの稲作体系につい

ては，Inouye　eεα乙（1986）を合わせて参照された

い．

チョウタイン県稲作調査

　今日は，ハウザン省チョウタイン（Chau　Thanh）

県での稲作調査である．同行は，メコンデルタ稲研究

開発センターのTran　Thanh　BeとNgruyen　Ngoc

Deの両氏．先ず，カントーから南5kmの所にある

チョウタイン県のセンターへ行き，県党委員会役所

（Office　of　Local　Party　Committee）にチン・ザイ

（Chin　Day）議長を訪問して挨拶をし，ボートを出
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してもらう．原動機付きのボートに乗り換え，目的地

に向かう．ボートには1丁の自動小銃が置かれていた．

幹線道路を外れるとまだ治安が穏やかではないのであ

ろう．途中手漕ぎのボートを追い抜いていく．櫓は2

つ，それを女性がやや腰を折って優雅に操る．船上生

活者の小舟を見る．船の中央部をニッパヤシで覆い，

子供が食事をしている．河岸では，女性が洗濯をして

いる，食器を洗っている，水を汲んでいる．ゆったり

とした時の流れ，川は人々の生活の一部である．子供

の頭の颪を取っている婦人を見る．ココヤシが両岸に

続く．所々にバナナ，ニッパヤシ．家鴨がいる．ホテ

イアオイが紫色の花をつけている．瓦屋根の家を見る．

収入があるのであろう．しかし，その数はわずかで，

ほとんどがニッパヤシ葺きの家である．家々に子供が

多い．いずれも，申し合わせたように粗末な身なりを

している．子守りをしている子供．腹の大きい子供は，

きっと栄養不良なのであろう．パンッを穿いていない

子供もいる．しかし，ボートを漕いで生活の一翼を担っ

ている子供を見ると，逞しさも感じる．

ドンフォク村

　運河から運河へ50分程走って，チョウタイン県のセ

ンターから南東へ16kmの所に位置するドンフォク

（Dong　Phuoc）村に着く．村の人民委員会役場

（Office　of　Local　People　Committee）で村の稲作概

況（表7）を聞き，再びボートに乗って圃場に稲を見

に行く．高収量性稲，1回移植在来稲と2回移植在来

稲を観察する．2回移植在来稲は出穂期にあたり，生

育の良いものは桿長130cm．桿長80cmのものはイグ

サとの競合に負けたもの．ネマトーダによる初期被害

の病葉を見る．ボートから上がって圃場に行くのに，

麗ap。ffleldtripintke麗ek・ngdelta

Ho　Chi－Minh　City
’

　　　Chau／6。c

　　　／ジ

／’　　r
／　　　　　　　　Long－Xuyen

Long－An
　City　　　　　8

　　　　　My－Tho

3

僕》
Sa
Dec

6
ユ

Can－Tho
　　　　3

vinh
L◎ng

Tra　Vinh
9
，．忘

Tran9

今

　o
Ca　Mau 1

2
3
4
5
6
7
8
9

Hoa　An　Acid　Sulfa七e　Soil
Song　Hau　State　Farm
Chau　Thanh　Dis七rict
Thanh　Tri　Dis七rict
Phung　Hiep　Dis七rict
Th◎ai　Son　District
An　Thanh　State　Farm
Can　Duoc　Di8tric七
Can　Giuoc　District

S七a七ion

図34　「メコンデルタ稲作改善基礎調査」でのフィールド調査行程図．
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一図35　メコンデルタにおける稲作体系．

表7　Dong　Phuoc村（Hau　Giang省Chau　Thanh県）の稲作概況．

位置：Chau　Thanh県のセンターから南東へ16km
水田面積：1，900ha

稲作体系：二期作

　summer－autumn　season：全て高収量性稲（high－yielding　rice；以下HYと表す）の作付

　winter－spring　season：高収量性稲と，在来の（traditiona1）1回移植稲（single－transplanted

　　　rice；以下STと表す）と2回移植稲（double－transplanted　rice；以下DTと表す）の作付

　winter－spring　seasonの作付面積：

　　　HY：1，000ha
　　　ST　：　500ha

　　　DT：　390ha
収量：HY：4～5ton／ha
　　　ST　：2．5～3．5ton／ha

　　　DT：2．5～3．5ton／ha

2回移植稲の栽培法：

　6月に苗床に種を播いて，1ヶ月で1回目の移植．1ヶ月半～2ヶ月で（9月頃）2回目
　（本田への）の移植．収穫は1月から2月．
　DTの作付面積は減少する傾向にある．ネマトーダ，イモチ病の被害が大きい．



332 江頭和彦

表8　PhuHuu村（HauGiang省ChauThanh県）の稲作概況．

位置：Chau　Thanh県のセンターから南東へ約12km
水田面積：1，900ha

稲作体系：二期作

　summer－autumn　season：全てHYの作付
　winter－spring　seasonの作付面積と収量：

　　HY：1，151hε㌧　4～4．5ton／ha

　　DT：　400ha，2．7ton／ha
　　ST：残り，　2．7ton／ha
この地域での作付体系：

　HY十HY，

　ST十HY
　DT＋例えばサツマイモ

　栽培期間：HY，3～4ヶ月；ST，7ヶ月；DT，10ヶ月
ネマトーダとメイ虫の害．ネマトーダの害は非灌概地域で大きい．

間に胸までの深さの水路があり，バナナの茎を渡して

もらってやっとの思いで渡る．

フーヒュー村

　続いて，近くのフーヒュー（Phu　Huu）村に行く．

フーヒュー村は，チョウタイン県のセンターから南東

へ約12kmの所にある．rPhu　Huu」はヴィエトナム

語でrrich」を意味すると聞くが，村の党委員会役場

（Office　of　Local　Party　Committee）で応対してく

れた女性は，フーヒュー村の農民はrpoor」である

と話していた．この女性，名前をバー・カイ（Ba

Khai）と言い，独身で，村の党委員会の書記（Secre－

tary）を務め，筋金入りの闘士であるらしい．寡黙

で，わずかに笑みをたたえていた．フーヒュー村の党

委員会役場で，鍋物の昼食をご馳走になる（図36）．

鍋の中身は海老と野菜．鍋容器は中に炭を入れるタイ

プで，常に温めながら食べることができる．米から醸

造した酒を飲む．女性闘士，酒にもまた強い．この時，

コップー杯に酒を注ぎ，ひとりが半分飲み，相手が半

分飲んで盃交換となる．食事の席に呼ばれたらしい女

性の一人と盃交換．上下鮮やかな青色の服を着ていた．

役場の近くにある便所，池の上に張り出した2本の木

の枝に四角の囲いを置いただけのものである．排泄物

は，池の中の魚が処理するようになっている．この種

の便所，田舎へ行けば至る所で見ることができた．池

の中央に4本の棒を立て，その上部を木の板あるいは

トタン板で囲っている．そこへ行くために，岸から2

本の棒を渡している．拭くのには，枯れた木の葉が籠

に入れられている．この野外トイレについては，金氏

らの滞在記（金ら，1999）に，写真付きで，その使用

上の注意を含めて詳細に紹介されている．

　メコンデルタの農村はどこでも貧しい．それで，稲

の収量を上げるために，IRRIで育種された高収量性

稲をつくる．最初のうちは高収量が得られる．しかし，

数年同じ品種を続けるうちに必ず病気が発生して，甚

大な被害をもたらす．それを防ぐのに農薬散布となる

が，農薬散布は病害の発生は抑えるものの，周囲の生

態系に少なからず悪影響を及ぼし，川に頼る農民の生

活を破壊する．農薬散布による稲の被害軽減よりも，

農民の生活破壊のほうがはるかに影響は大きい．農薬

を使わずに病気の発生を抑えるには，高収量性稲と在

来稲を交互に植えることになる．ところが，在来稲は

収量が低い．メコンデルタで，水系・生態系を保全し

ながら稲の収量増を図る場合にぶち当たるジレンマで

ある．高収量の在来稲の育種が切望されるところであ

る．

　村の党委員会役場でフーヒュー村の稲作概況
（表8）を聞き，役場の人達の見送りを受けて（図37），

またボートに乗って稲を見に行く．今は乾季の始まり

の時期，高収量性稲は直播後1ヶ月足らず，1回移植

在来稲と2回移植在来稲は穂が出て収穫間近である．

図38の2回移植在来稲，品種はBong　Cach，桿長130

cm．高収量性稲の栽培には，運河の水を入れ，その

後堰を作って水が流出するのをくい止め，灌概用の水

を確保する（図39）．在来稲の収穫後，畝立てをして

サツマイモを栽培する（図40）．調査後農家の軒先で

ココナツミルクを飲む．ココナツの先を切ってそのま

ま飲むのだが，量が多くてとても1個分は飲めなかっ

た．果物に関しては，メコンデルタは裕福である．

　運河沿いの農家（図41）を見て走り，帰りはハウ川

を遡る．ハウ川はとてつもなく大きい．1m近い潮
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位の日干満差があり，沿岸に見る木々，最下位の枝の

位置が満潮時（特に雨季）の水位を示すと教わる．ハ

ウ川，舟が多い．ほとんどが手漕ぎのボートである．

物を運ぶ船，食事をつくっている船．川岸では魚を取

る人，水浴をする人．水牛が泳ぎ，その上に少年が乗っ

ている．メコンデルタでは，川は生活の一部であり，

ボートは生活する人の体の一部である．ゲストハウス

の夕食はビーフン（ミーと呼ばれる），それに鶏肉の

入ったスープをかけて食べる．デザートはジャックフ

ルーッ．やや淡白な味で，余りおいしいものには感じ

なかった．

1月5日（日）

タァンチ県稲作調査

　今日のフィールド調査の場所は，ハウザン省タァン

チ（Thanh　Tri）県である．同行者は，Nguyen　Kim

Quang副学長，チャン・ヴァン・ホア（Tran　Van

Hoa）氏といつものTran　Thanh　Be氏．タァンチ県

の稲作調査は，最初のスケジュールでは5日と6日の

2日間の予定であったが，話によれば，Rector　Khai

の発言で1日にさせられたという．我々の安全を第一

に考えてのことと善意に解釈する．そのため，かなり

の強行スケジュールとなる．午前5時にゲストハウス

を出発，国道1号線を南下する』途中ソクチャンまで

60km，そこからタァンチ県まで30km走る．ソクチャ

ンまでは眠くてうつらうつらしていた．日の出は6時

半少し前，ソクチャン付近であった．真っ赤な太陽が，

低平で，果てしなく広がるメコンデルタに昇っていく．

　メコンデルタは朝が早い．人々は既に動き始めてい

る．刈り取った稲穂を道路に敷き，自動車に踏ませて

脱穀する．手動の脱穀機もある．鶏が餌をついばみ，

自動車が来ると慌てふためいて道路脇に逃げる．運が

悪いと，車の餌食となる．朝市が開かれ，籠に野菜や

果物を入れて集まっている．統一後も変わらぬ人々の

生活の営みである．フランスパンだけ，果物だけ，あ

るいは煙草だけを並べて道路脇で売っている．街の食

堂では，多くの人が屯して，食べたり，飲んだりして

いる．道端に鍋だけを置いた青空食堂の前にも人が集

まり，食事をしている．旺盛な食欲である．何もしな

いで無表情に座っている人もいる．

　そうこうするうちに，タァンチ県の県人民委員会役

所（OfficeofLocalPeopleCommittee）に到着す

る．県人民委員会議長はクァク・ホアン・ミン

（Quach　Hoang　Minh）氏．先ず，タァンチ県の土

地利用と稲作の概況及び農業上の諸問題（表9）につ

いて説明を受ける．説明を受けている時は，数値を手

帳に書き写すのに精一杯で，データの信愚性など確か

めるべくもないが，ゲストハウスに戻ってもう一度見

表9　Thanh　Tri県（Hau　Giang省）の土地利用と稲作の概況及び農業上の諸問題．

全人口：130，000人

全面積：57，000ha
土壌／土地利用面積：

　Acid　sulfate　soil　and　saline　soil　areas

Melaleuca　forest：

　Shrimp　pond：

　Temporarily　cultivated　field：

　Paddyricefield：
　Upland　field：

米総生産高：160，000ton

稲作体系の作付面積と収量：

　Double－cropping　of　HY：5，000ha，

　Single－croPPing　of　HY：15，000ha，

　Traditional　rice：

米の供給量：650kg／人／年

畑地利用：

農業上の諸問題：

：9，000ha

　500ha
　100ha
3，000ha

32，000ha
1，000ha

　　　　3ton／ha　and2．5ton／ha

　　　　3ton／ha
13，000ha，　2．5ton／ha

果樹と野菜を生産し，地場消費（10cal　use）だけである．

①半分の面積が海抜60cm（イ）で，残り半分の面積は海面レベル（ロ）に等しい．雨の多い年は
　（イ）での収量が高く，雨の少ない年は（ロ）での収量が高い（稲作についてのことと思われる）．

②酸性硫酸塩土壌と塩類被害を受ける地域の面積が広い（塩類被害は，特に乾季，ハウ川を遡った

　海水の運河への流入による被害と考えられる）．

③水稲に対する昆虫害とイモチ病による被害が大きい．

④稲の単作面積が広い．稲一畑作物の輪作への転換を図る．
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アーヒュー村，高収量性稲と灌概用の水の確保

　　　勃濃　　鶏　　　・　　　愚野騰聴

這　　　　　　牢＿．、　　｛　　蝋

フーヒュー村からの帰り，運河沿いの農家．

　　　略［

　灘繋覇・
贈、総麟麟灘魏

雛鰯灘
図43　タンタン村，見送りの子供達．

轟》

藍
．

　　　　　　影

図36　フーヒュー村，村党委員会役場での昼食

聾糞慈嚢難嚢縫灘騰羅灘羅塾
38　フーヒュー村，2回移植在来稲（Bong　Cach）図

図40　フーヒュー村，サツマイモの栽培，在来稲の収穫後

員会役場．，村図42
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直してみると，しばしば疑問の点が見つかる．例えば

表9において，各稲作体系の作付面積と収量を掛けた

ものの合計は105，000トンとなる．米総生産高160，000

トンとは大きく食い違い，その約2／3（66％）に過

ぎない．また，ドンフォク村（表7）とフーヒュー村

（表8）では，高収量性稲と在来稲の収量に明らかな

違いがあるのに，タァンチ県では高収量性稲の収量が

相対的に低く，在来稲との間に収量差が見られない．

このような数値の食い違いの理由として，（国家計画

経済上の）目標値と（その年次のあるいは平均値とし

ての）実測値が混同されて報告されている可能性はな

いだろうか．ただ，当時のヴィエトナムの国情からす

れば，この程度の不一致は致し方ないかも知れず，統

計に信頼が置けるようになれば，それは立派な先進国

である．それでも，このようにやや杜撰に見える数値

の取り扱いに，共産主義国家統制経済における責任の

分散，省・県・村のそれぞれのレベルにおける党ある

いは人民委員会幹部の自己保身と無知，農業生産目標

未達成責任の農民への押し付けみたいなものが見え隠

れするような気がする．統計データは，農業生産概況

だけでなく，その国あるいは地域の社会・経済レベル

の反映でもある．

　説明を聞いて，朝食をご馳走になる．卵の目玉焼き

とフランスパン．目玉焼きをつぶし，それをパンにつ

けて食べる．県の人民委員会の人達も一緒に，3台の

車を連ねて調査に出発する．今日は日曜日，普段であ

れば家で家族とゆっくりとくつろげるものを，我々の

ために貴重な時間を取られてと，申し訳ない気持で一

杯である．道端の農家には子供が多い．人民委員会議

長の話では，タァンチ県の家族当たり平均の子供数は

5人。いずれも粗末ななりをしている．今まで見てき

た中では一番粗末かもしれない．ほとんどの子供が跣

である．この地区はカンポディアからの移民が多く，

肌の色が黒い．しかし，端正な顔立ちをしている子も

いる．大人も跣の人が多く，，戸口に車の方を見て立っ

ている．

タンタン村

　タンタン（Thanh　Tan）村の党委員会役場に着く．

村党委員会の書記はサウ・メオ（Sau　Meo）氏．Sau

は数字の6．名前からすると，あるいはカンボディア

出身かもしれない．村党委員会役場といってもニッパ

ヤシで葺いただけの家（図42）で，中は薄暗い．村の

稲作概況（表10）の説明を聞き，子供達に見送られて

（図43），用意されたボートに乗って調査地に向かう．

県役所や村役場で稲作概況の説明はあるが，調査地に

ついての具体的な説明がなく，どこへ連れて行かれる

かは，いつもあなた任せとなる．

タンホア村

　ボートに乗り，運河を走って着いた所はタンホア

（Tan　Hoa）村であった．村までの途中，手漕ぎのボー

トとすれ違う．収穫したばかりの稲籾を袋に入れて積

んでいる．ボートを漕いでいるのはほぼ女性．ヴィエ

トナムの女性はたくましく，働き者である．上陸した

地点で土壌の断面観察．県あるいは村の人が持参した

1mの深さまで採取できるオーガー（auger）を使う．

観察地点は，6ヶ月前に，運河の底土を60cmの厚さ

に盛り上げた所で，表層5cmに既に鉄明碧i石の黄色

結晶の生成が見られた．万能試験紙をつけて測ったと

ころ，土壌表面の鉄明暮石のpHは3であった．白色

の析出物は硫酸アルミニウムあるいは明暮石

（alunite）と推測する．酸性硫酸塩土壌生成の進行

をまさにそこに見る．深さ60cmの元の表面に

mudgrassの残渣を見る．近くの水田でまた断面観察

Ap（0～25cm）一A3（25～40cm）一B21g　（40～

55cm）一B22gir（55～73cm）一B23gj（73～110cm）

の層位．鉄明暮石は深さ73cm以下に見られ，稲作栽

培上酸性の障害はないと思われる．

　断面観察をした水田は，1回移植在来稲の単作で，

既に刈り取りが終わっていた．穂先から30cmぐらい

のところで刈り取るので，1m近い切り株が残って

表10Thanh　Tan村（Hau　Giang省Thanh　Tri県）の稲作概況．

全人口：5，000人

全面積：1，500ha

耕地面積：1，300ha

稲作体系の作付面積と収量：

　Double－cropping　rice　（HY？）：99ha，

　　2ton／ha；合計6ton／ha）

　Tra．ditional　rice（DT）：

米の供給量：600kg／人／年

Coconut　plantの栽培面積：50ha

3ton／ha　（1st　season，　4ton／ha；　2nd　season，

2ton／ha
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いる（図44）．雨季の期間だけ稲を栽培し，同時に海

老を養殖する．タンホア村での稲一海老作付体系

（rice－shrimp　cropping　system）を，ミンハイ省で

のそれと比較して表11に示す．現在の稲の単作を二期

作にもっていきたという同行の村職員の話だったが，

そのためには乾季作に灌概が必要となる．しかし，乾

季の運河の水は塩性（salty）である．

ガーナム村

　運河（図45）をまた走って陸に上がり，ジープに乗っ

てまた走り，昼食はガーナム（Nga　Nam）村で，村

党委員会による招待．村名Nga　NamのNamは数字

の5で，全体では「five　branches」の意味である．

村党委員会書記は，チュォン・ミン・グエン（Truong

Minh　Nguyen；中明院）氏と紹介される．ヴィエト

ナム人の名前は，sumame（姓）・middlename・given

name（名）の順に書き，given　nameで呼び合う．

ヴィエトナム人の40％近くはNguyenをその名前に

持つが，これは，ヴィエトナム最後の王朝である翫王

朝のNguyenに由来する．しかし，通常はNguyen

をsumameかmiddle　nameに持ち，この書記のよ

うにgiven　nameに持つのは珍しい．それで，

Nguyen　Truong　Minhを，英語流に並び替えて教

えてくれたのであろう．南ヴィエトナムならではのご

とだったと思われる．

　昼食会場へ向かうためジープを降りて，運河にかか

る小橋を渡り，街に入った途端子供達の大歓迎を受け

る（図46）．日曜日だったせいもあろうが，街中の子

供が集まってきたのではないかと思われるほど，多く

の子供が100人近くも，昼食場に向かう我々の後をつ

いて来る．何か話しかけてくるが，全然わからない．

それでにこっとすると，子供達が面白がって笑う．我々

が昼食場のニッパヤシ葺き食堂に入った後も，取り囲

んで中の方をじっと見ている．昼食の前にもう一度街

へ出た時も大変だった．ぞろぞろと後をついて来る

（図47）。カメラを構えると，カメラの方へ向かって来

るのがいる．どこにでも目立ちたがり屋はいるもので

ある．村の通りに沿った建物にはバルコニーが見え，

フランス風を思わせた．

　昼食は，アオザイ（Ao　dai；ヴィエトナム女性の

伝統的衣服で，10ng　shirtを意味する）を着た女子

高校生が料理をしてくれ，給仕してくれた．先ず西瓜，

続いてビールを飲み，チャジョ（春巻）に豚の角煮．

次に海老．我々の前で1，2匹海老を炭火で焼いて，

皿に入れてくれる．我々に，どのように調理するか見

せるためにである．その後，別の所へ持っていき，今

度は焼いた海老だけを持ってきて皿に入れてくれる．

これがヴィエトナムあるいは南ヴィエトナム流のもて

なし方なのであろう．鶏の丸煮でも，先ず丸のまま持っ

てきて我々に見せ，一旦下げて，細かく刻んで食べ易

いようにして食卓にまた持ってくる．この5人の女子

高校生（図48），普段とても食べられないようなもの

を日本人に食べさせるために集められ，料理させられ，

給仕させられる．果たしてどう思い，どういう心中で

あったことだろうか．それにもかかわらず，食事後，

無神経にも，ホー・チ・ミン主席の写真の下で，彼女

らと一緒に写真に写る．食事を終えて移動する時，1

人が後から追って来て写真を送ってほしいと頼んでく

る．帰国後，人数分焼き増して人づてに送ったが，果

たして彼女らの手元に届いたかどうか，当時の状況で

は途中で消えたのではないかと案じている．

稲作調査は続く

　昼食後暫らく走って，タイヤ交換で車から降りた時

にも，近くの子供達が集まって来た．並べて写真に撮

る（図49）．ロンビン（Long　Binh）村で断面観察し

た水田土壌では，1mより浅い土層には鉄明暮石は

認められなかった．ここの水田では二期作が行われる．

次に調査した圃場では（どこの村かは不明），イモチ

病とコブノメイガによる被害葉が多数見られた．いず

れも，高収量性稲であった．期待を持って迎えられた

高収量性稲で，この病虫害発生である．次にもう1個

所調査した（村名不明）．ここでも，高収量性稲に白

葉枯病とゴマ葉枯病が多発していた．このままでは，

これら病気による高収量性稲の壊滅的な被害が予想さ

れる．井之上先生の話では，在来稲を年1回つくるこ

と；どうしても二期作にするなら，高収量性稲を2回

つくるのではなく，高収量性稲と在来稲にすること；

表11Tan　Hoa村（Hau　Giang省Thanh　Tri県）とMinh　Hai省の稲一海老作付体系の比較．

Tan　Hoa†寸

　Rainy　season：rice十shrimp　in　rice　field

　Dry　season：no　shrimp　in　rice　field，shrimp　only　in　canal

Minh　Hai省

　Rainyseason：rice
　Dry　season：shrimp　in　rice　field
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そのためには早稲（early　maturity）の在来稲を育

種すること；そして，少量なら農薬散布もやむを得な

いだろうとのことであった．しかし，農薬の散布がメ

コンデルタの生態系に及ぽす影響がわからないままに

農薬を散布し続けることは，非常に危険なことだと思

われる．しかしながら，その後の事態は，この時の望

みとは裏腹に，国民の食糧を保障するという国家政策

の下，食糧増産を目指して，高収量性稲の二期作，三

期作へと進んでいった（江頭，2000）．このようにし

て，ヴィエトナムは緑の革命を実践していった．

メコンデルタ稲作統計

　メコンデルタの稲作統計について，ヴィエトナムの

統計資料によれば（江頭，2002），我々がr稲作改善

基礎調査」でメコンデルタを回った1985年，メコン川

デルタ地域の水田面積は1，973．8千ha，水稲作付面積

は2，250．9千ha，従って水稲作付率は1．14で，ほぼ雨

季に年1作の状態だった．．平均水稲収量は3．05トン／

haで，水稲総生産高は6，860千トンだった．10年後の

1995年，水田面積は1，950．9千haと横ばいだったが，

水稲作付面積は3，190．6千haへ増加し，水稲作付率は

1．64まで上昇した．平均水稲収量は4．02トン／haで，

水稲総生産高は12，832千トンとなった．更に1998年に

は，水田面積2，062．7千ha，水稲作付面積3，760．6千ha

で，水稲作付率は1．82となり，年2作に近づいた．平

均水稲収量は4．07トン／haで，頭打ちの状態となっ

たが，水稲総生産高は15，319千トンで，1985年の総生

産高の2．2倍になった．ドイモイ後の十数年の間に，

恐らくは水利施設の整備，高収量性稲の導入，栽培技

術の進歩が相侯って，メコンデルタの水稲生産は大き

く伸張したことが統計的に示された．しかし，その一

方で，農業の化学化に伴う，メコンデルタに張り巡ら

された水系の無機態窒素汚染，農薬汚染の進行が懸念

される．1998年現在，メコン川デルタ地域の水稲生産

は，全国の，水田面積で48．9％，水稲作付面積で51．1

％，水稲総生産高で52．6％を占める．

タァンチ県人民委員会

　タァンチ県の人民委員会役所に帰って，1時間近く，

今日の圃場調査に基づく意見交換．問題点として挙げ

られたのは，タンホア村のところでも記述したが，乾

季に灌概水が不足することと運河の水が塩性であるこ

と．しかし，今日1日，それも個々の場所では短時間

しか見なかった我々に，何がわかるというのだろう．

彼らの方がはるかに良く知っているはずである．それ

でも我々に尋ねてくるのは，稲の収量を上げるために

は藁にでもすがりたい気持の現れであろう．それとも，

我々が日本から来た教授ということで，何でも知って

いると思っているのであろうか，あるいは，異国から

の訪問者に対する単なる儀礼であろうか．

　意見交換の後，夕食となる．初めてバンチャン

（Banh　trang）にお目にかかる．バンチャンは，糎

米と濡米の粉を混ぜて作り，英語でいう通りのrice

paperで，向こうが透けて見え，紙のように裂くこと

ができる，バンチャンに白菜などの野菜，それに鶏肉

などを包み込み，ニュォクマムあるいは醤油の唐辛子

入りに漬けて食べる．ヴィエトナムの伝統的な料理で

あるが，それほどおいしいとは思わなかった．その他，

川魚の焼き魚，豚の油煮（角煮？），鶏肉，卵の煮物

など．松山先生が盃を交換し，私が歌を歌って座を賑

やかす．私が歌う前に，多分カンボディアからの移民

と思われ，今日の調査に同行した女性が，哀愁を帯び

たメロディーでカンボディアの歌を歌う．タァンチ県

の人々と，また来ることを約束して別れ，カントーへ

の帰り道，トイレ休憩で少時車から降りて見上げた空

は，まさに満天の星であった．空が星だらけであった．

こんな綺麗な夜空は，日本ではとても見られないだろ

う．小さな星までが光り輝いていた．天空に，ハレー

彗星が尾を引いて輝いて見えた。

ヴィエトナム語のカタカナ表記

　ヴィエトナムの人名や地名をカタカナで表記してい

るが，ヴィエトナム語の発音をカタカナで完全に表記

するのは困難である．それでも，ヴィエトナム語の発

音に近づけて表記している．そのため，例えば，1月

5日の記述で，「Thanh」を，「タァン」，「タイン」あ

るいはrタン」を表記しているが，これはrThanh」

と書いても，ヴィエトナム語表記では互いに添え字が

違い，発音が異なるためである．rThanh」だけでも

5通りの発音があり，発音が違えば当然意味も異なる．

1月6日（月）

熱帯生物的窒素研究センター訪問

　タァンチ県稲作調査が1日に短縮されたので，今日

はまたカントー大学で過ごす．午前中，Xuan夫人の

同行を得て，カントー大学第ニキャンパスの熱帯生物

的窒素研究センター（Tropical　Biological　Nitrogen

Research　Center）を訪問する，1980年の創設で，セ

ンター長は，大晦日ゲストハウスでの大パーティーで

Khai学長の挨拶を通訳したTran　Phuoc　Duong氏．

Ph．D．の学位を有し，1996年9月の訪問時，カントー

大学学長に就任していた．彼は，カントー大学では最

もアクティブな研究者と思われ，基礎から応用までを
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モットーに，微生物学を手法に，幅広い分野の研究を

している．研究内容は次の通りである：1．酵母の生

産；2．大豆に接種するイノキュラム（根粒菌）の生

産（ワーゲニンゲン農業大学との協力）；3．生物的

窒素固定（フランスの3大学との協力）；4．発酵工

学．生物的窒素固定では，稲一大豆作付体系（rice－

soybean　cropping　system）を提唱し，稲とアゾー

ラ（Azolla），大豆と根粒菌を組み合わせて栽培する．

発酵工学の分野では，キャッサバと尿素を混ぜて蛋白

質を生産する．

請される：1．

輪作作付体系。

クマム発酵．

日本の大学と，次の分野での協力を要

アゾーラの生理学，遺伝学，生産；2．

3．発酵工学，蛋白質生産；4．ニュォ

　研究内容を聞いた後，研究室を見せてもらう．ここ

には多くの機器があった．1月3日に訪問した畜産学

部とは雲泥の差であった．しかもそれらがほぽ動いて

おり，実際にスタッフが機器を使って働いていた．一

つのセンターで機器類を占有し，それを共有しないの

は，共有すれば全ての機器がだめになってしまい，元

も子もなくなってしまうためであろう．カントー大学

では，部屋といわず，戸棚までも全て鍵がかかってい

るが，その理由がわかるような気がする．能力のある

ところでそれを活用するというのであろう．機器は大

事に扱えば，何年でももてる．機器を大切に扱い，し

かも工夫して使っていることは，Dr．Duongが米国

で4ないし5年間の教育を受けたことと無関係ではな

いだろう．

　温帯では，こちらから働きかけない限り自然の恩恵

は得られない．しかし，熱帯では，黙っていても自然

が恵みを与えてくれる．何もあくせく働くことはない．

機器が壊れたら壊れたまま，修理して使おうとしない

姿勢は，その一つの現れではないだろうか．最後に見

せてもらったバイオガス（Biogas）研究室では，有

機性廃棄物を発酵させ，発生したメタンガスを燃料に

使い，発酵後の残津は大豆栽培に有機質肥料として施

用し，大豆の立派な生長を得ていた．、熱帯生物的窒素

研究センターは，カントー大学の一つの目玉であろう．

彼はアゾーラを収集していたので，日本への土産にと

少し分けてもらう．ヴィエトナムでのアゾーラの利用

は，化学肥料の普及で，現在ではほとんど見られなく

なったと聞く．ゲストハウスでの昼食は豚肉とカリフ

ラワーの煮付けと，挽き肉をトマトに詰めて煮たもの

であった．

また土壌学科

　午後からは，また土壌学科へ出かける．場所は第一

キャンパス．4日と5日の調査地点の土壌分析データ

があれば貰うことが主目的だったが，学科長のグエン・

バオ・ヴェ（Nguyen　Bao　Ve）氏が昨日調査から帰っ

てきたということだったので，その依頼方々彼に会い

に行く．土壌学科では，学科長のVe氏が35歳，土地

評価グループ長のTinh氏と土壌調査・作図グループ

長のHau氏がそれぞれ28歳，33歳と，いずれも若い．

土壌学科のスタッフは皆若くてアクティブだと私が言

うと，アクティブかもしれないが経験がないという

Ve氏の答えであった．その通りかもしれない．Ve

氏も，Hau氏と同様，ヒュィン・コン・トーを知っ

ているという．Hau氏はトーの学生であったと聞い

たが，Ve氏も年令からしてトーの学生だったかもし

れない．今回訪問した限りでは，カントー大学には30

歳台後半から40歳台前半にかけての，いわゆる中堅の

研究者がほとんどいない．10年前の南ヴィエトナム崩

壊と無関係ではないだろう．今の若いスタッフは，い

ずれも南北統一後教育を受けて育った連中である．

　Ve学科長はちょっと気の弱そうな，しかし細面の，

なかなかの好人物に見えた．タイのアジア工科大学

（Asian　Institute　of　Technology：AIT）で修士の

学位を取ったと，Xuan夫人から聞く．メコンデルタ

の土壌図作成にアメリカ土壌分類方式を用いているが，

この分類方式を熱帯に適用するにはしばしば問題があ

ること，彼の考えでは，Sulfic　Tropaqueptは稲作上

問題がないので酸性硫酸塩土壌には入れないほうがよ

いこと，更に酸性硫酸塩土壌での可給態リンの欠乏と

その限界レベル及びアルミニウム毒性の限界レベル，

日本の土壌分類方式などについて，午後2時過ぎから

4時半過ぎまで話す．しかし，Ve氏も，Tinh氏，

Hau氏と同様，1996年9月のカントー大学再訪時に

は，もう大学にその姿を見なかった．彼らはそれぞれ，

その当時既に，ヴィエトナムでの生活あるいはカントー

大学での学究にある種の絶望を感じていたのかもしれ

ない．夕食は牛肉とエンドウの煮付け，豚肉の油妙め，

それに挽き肉と人参と寒天と葱のスープ．デザートは

パイナップルであった．

カントー市内の交通機関

　カントー市内の交通機関として最も多いのは自転車

である．美しい女性が黒髪をなびかせて走っている．

ハノイではついぞ見かけなかったが，よく相乗りして

いる．オートバイも結構見る．バスは大部分が

DESOTO社のもの．真新しいものから塗装が剥げて

所々地金が見えるものまで走っている．手入れという

ものをしないのであろう．次に，ダイハツミゼット様
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の小型車の荷台に人を乗せて走っているものと，人力

車の人を乗せる部分に人を乗せてオートバイで引っ張っ

て走っているもの（輪タクとう）．鈴なりの人が乗っ

ているのもしばしば見る．これらが乗合タクシーなの

であろう．

1月7日（火）

フンヒィエプ県稲作調査

　今日と明日のフィールド調査の場所は，カントーか

ら南西約30kmのハウザン省フンヒィエプ（Phung

Hiep）県である．フンヒィエプ県には，12月29日の

VH10酸性硫酸塩土壌試験場見学で，一度足を踏み入

れている．同行は，4日のチョウタイン県調査と同じ

く，メコンデルタ稲研究開発センターのTran　Thanh

Be氏とNguyen　Ngoc　De氏．フンヒィエプ県の県

人民委員会役所にバイ・クァン（Bay　Quan），チン・

シー（Chin　Si）両県人民委員会副議長を表敬し，県

の稲作概況（表12）を聞く．これまでの調査で何個所

か回ってみてわかったことは，案内のために一緒に回っ

てくれる各県の農業関係者の知識がかなり曖昧で，少

し突っ込んだ事を聞くと，しどろもどろになることで

ある．それと，水田の管理が悪い．機械を欲しがる前

に，草を取り，的確な品種を選ぶなど，より良い稲作

に励むべきである．機械を欲しがる前にするべきこと

はいくらでもある．

ロンタァン村

　ロンタァン（Long　Thanh）村の人民委員会役場に

連れて行かれる．タァン（Thanh）はrrich　and

happy」を意味すると聞く．原動機付きのボートがす

ぐには用意できなかったらしく，それを用意すべく大

声で議論していた．やっと1台のボートが来て，それ

に乗り込む．運河の両岸にはニッパヤシ葺きの農家が

続く．いずれの農家にも子供が多い．フンヒィエプ県

も，家族当たりの子供の平均数は5人である．粗末な

なりをし，服は汚れ，パンツを穿いていない子も多い．

状況はチョウタイン県と同じである．小さな子が幼児

を小脇に抱いている．抱く形は，腰の上にのせた横抱

きである．遊んでいる子，不安げにこちらを見る子．

そして，いずれの農家にも豚，鶏，牛，時には水牛．

ここでは，これら動物が人間と共同生活をしている．

バナナが大きな房をつけ，ココヤシ，パパイヤも実を

つけている．水場では，女性が洗濯をし，食器を洗っ

ている．麺，野菜を洗うのもここ，米を研ぐのもここ，

飲み水を汲むのもここである．生活に必要な水を全て

運河の水で賄う．泥水だけど，運河の水はメコンデル

タ農民の命の水である．所々に四手網が仕掛けられ，

魚を取っている．手漕ぎボートが人を乗せ，物を乗せ

て行き交う．漕ぎ手はほとんどが女性であり，5，6

歳の子供まで漕いでいる．運河は重要な交通路でもあ

る．

　ボートから上がり，一軒の農家に入る．農民の名前

はグエン・ヴァン・モアク（Nguyen　Van　Moach）

と言い，本人から稲作（表13）についての説明を受け

る．土間には円卓と椅子．それに2台の木製ベッド．

ベッドには蚊帳が掛けられるようになっている．戸棚

が2つほど．壁に，お札らしきものが掛かっている．

表12PhungHiep県（HauGiang省）の稲作概況．

水田面積：27，000ha

高収量性稲と在来稲の水田面積に占める耕作面積の割合と収量：

　高収量性稲：2％，3ton／ha

在来稲：98％，2～2．5ton／ha
病虫害：ネマトーダによる被害，小粒菌核病（stem　rot）による被害

水文状況：毎年9月～12月県の水田全体が冠水する．水深は40～100cm．

備考：Phung　Hiep県は，メコンデルタでの稲作における微地形の重要性を示唆する．

　深が深く，高収量性稲がつくれない．

冠水時の水

表13Nguyen　Van　Moach氏の稲作（Hau　Giang省Phung　Hiep県Long　Thanh村）．

水田面積：0．9ha；そのうち0．2haでdouble－cropping，0．7haでsingle－cropping．

稲作体系：

　Double－cropping：HY（1st　season）一DT（2nd　season）

　Single－croPPing：ST
収量：

　Double－cropping：3ton／ha（HY，IR42）一2ton／ha（DT，Huyet　Rong）
　Single－cropping　：3ton／ha（ST，Bong　Dua）
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家の中の様子は統一前と変わらないであろう．変わっ

たのは，ホー・チ・ミン主席の写真が置いてあること

だけである．向こうの土間では炊事をする音がする．

農民よる説明の途中で気分が悪くなり，不本意ながら

ダウンする．頭からす一っと血の気が引く感じで，腰

掛けていたベッドに思わず横になる．説明を聞いての

水田圃場調査では，1回移植在来稲圃場でネマトーダ

と一部イモチ病による被害が見られたが，2回移植在

来稲圃場ではネマトーダによる被害は見られなかった．

昼食は，ロンタァン村人属委員会による招待．

タンロン村

　午後のタンロン（Tan　Long）村での稲作調査では，

2回移植在来稲（品種Trang　Chum）の生育が良く，

収量5トン／haと予想された．ウイルス病による被

害が見られ，隣接する1回移植在来稲（品種Trang

Chum）の圃場では，ネマトーダによる被害（図50，

51）が観察された．これ以後の午後のスケジュールを

取り止め，ひとりゲストハウスヘ帰らされる．ダウン

したのは，疲れと睡眠不足からきたものであろう．そ

れに，フィールド調査で地方を回り始めてからの食あ

たり。梅肉エキスの世話になる．熱帯では決して急い

で事をしてはいけない．ゆっくりと，休息を取り，充

分な睡眠を取る．これが，熱帯で過ごす秘訣であり，

大きな教訓となった．

1月8日（水）

ホアミィ村

　朝6時半にゲストハウスを出発．フンヒィエプ県の

県人民委員会役所近くの食堂で朝食．朝食の肉まんに

は卵が入っている．この料理に使われた水は運河の泥

水である．腹の調子が良くないだけに，あまり食べる

気もせず，朝（7時半頃）の川の賑わい（図52）を眺

めていた．今日の調査地はホアミィ　（Hoa　My；和

美）村．朝食の後またボートに乗って運河を進む．両

岸には，いつもながらの光景が展開する．バナナもコ

コヤシもニッパヤシの家も最初は珍しく，これまで何

枚も写真を撮ってきたが，見慣れるともう写真を撮る

気にもならない．

　最初の調査地は，ホアミィ村の新経済区（New

economicregion）である合作社（Cooperative　Farm）

No．2．小さな子の無邪気なあどけない仕草が皆の笑

いをかっている（図53）．小さな子供はどこでも人気

者である．合作社No．2は20haの水田を管理し，そ

の稲作概況を表14に示す．合作社内で，水田土壌

Sulfic　Tropaqueptの断面を観察する．6日，土壌学

科長のNguyen　Bao　Ve氏が，稲作上問題がないの

で酸性硫酸塩土壌には入れないほうがよいと話した土

壌である．その断面記載を表15に示す．合作社内を歩

きながら，小屋に立てかけられたココヤシの葉を見る．

その上で魚，海老，果物などを乾かすのに用いると教

えられる．

　移動してホアミィ村の人民委員会役場に着く．着い

て我々が建物の中に入ると，子供も大人も入口と二方

の窓から覗き込む．村人民委員会役場の近くに小学校

（図54）があり，中では午前の授業が行われていた．

ホアミィ村人民委員会のメンバーは，ホアン・ギア

（Hoang　Gia）議長，グエン・ホアン・トゥォイ

（Nguyen　Hoang　Tuoi）副議長とバー・リ（Ba　Ri）

副書記．メンバーから説明されたホアミィ村の稲作概

況を表16に示す．午前中，ホアミィ村の2個所の水田

を調査．収穫間近の2回移植在来稲（品種Trang

Chum）（図55）を見る．2回移植在来稲のTrang

表14Hoa　My村合作社No．2（Hau　Giang省Phung　Hiep県）の稲作概況．

水田面積：20ha；そのうち6haでdouble－cropping，14haでsingle－cropping。

稲作体系と収量：

　Double－cropping：

　summer－autumn（1st）season，HY（NN6A），3ton／ha
　autumn－winter（2nd）season，在来稲（Trang　Lun），2ton／ha
　Single－croPPing＝HY　（IR42），　2．5ton／ha

表15　Sulfic　Tropaqueptの断面記載（Hau　Giang省Phung　Hiep県Hoa　My村合作社No．2）．

Ap：0～27cm，black，pH5
A3：27～45cm，black　and　slightly　mottling　with　Fe　and　Mn　oxides／hydroxides

B21gir，mn：45～71cm，gray　and　mottling　with　Fe　and　Mn　oxides／hydroxides，pH5

B22gir，mn：71cm十，gray　and　mottling　with　Fe　and　Mn　oxides／hydroxides，pH4．5
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Chum品種の圃場ではゴマ葉枯病，サーコスポーラ

リーフスポットと葉梢腐敗病，Buoi　Trau品種の圃

場ではゴマ葉枯病の病斑が出ていた．一方，高収量性

稲は栄養成長期にあり，水が深いことによる生育不良

の圃場が見られた（図56）．図56で，高収量性稲の向

こうに見える稲は2回移植在来稲（品種Trang
Chum）である．

　ホアミィ村人民委員会に昼食を招待され，昼食の前

に村の中を歩いた時も，ぞろぞろとついて来られる．

ニッパヤシの葉を莫産のように編んだものが家に立て

かけて乾かされ，2回移植在来稲刈り取り用の鎌（図

57）を見る．この鎌で倒れている稲を起こして刈る．

さらに歩いて村の共同店，二棟が並ぶ．一棟は金物屋，

雑貨屋，服地屋が入り，端の一間は空き．もう一棟は

美容院．美容院は繁盛しているらしく，店の前に女性

が集まり，中では若い女性従業員が女の子の髪にドラ

イヤーをかけていた．昼食用にと鶏をその場でつぶし，

調理してくれる．昼食で初めてキャッサバを食べる．

食用にするのはキャッサバの根であり，色といい味と

いいちょうどサツマイモのようであった．新鮮な鶏肉

とキャッサバをがめ煮風に炊いたもので，口によく合っ

た．しかし，村人民委員会役場での食事の間も，ずっ

と中を覗かれていた．

　食事を終え，子供達の見送りを受けてホアミィ村人

民委員会役場を去り（図58），午後もう1個所の水田

を見る．夕食は，フンヒィエプ県人民委員会議長によ

る招待．朝食と同じ食堂で，運河が臨めるテラスでで

ある．鳥，小型のロブスターまではよかったが，蛇鍋

として出てきた蛇料理にはさすがに躊躇した．井之上

先生と松山先生は半ば仕方なく口にされていたようで

あるが，私は腹の調子が良くないこともあって，とう

とう手が出なかった．相席のヴィエトナム人はさもお

いしそうに食べている．調査に回る度にあちこちで歓

待されるのはうれしいが，正直半ばありがた迷惑であ

る．カントー大学のゲストハウスの食事は安心して食

べられるが，地方へ出た時の食事は，運河の泥水を使

い，衛生状態が悪いだけに，何を食べさせられている

かわかったものではない．それに，食事に気を使って

くれるよりも，充分に勉強しておき，議論できるよう

にしておくことが大切ではないか．フンヒィエプ県の

調査でも，予定ではこの日の午後討論になっていたが，

それが取り止めになり，ディナーになった．同行・案

内してくれるカントー大学，県・村の関係者には感謝

しながらも，体調が悪く，思うように動けないことか

ら，半ば八つ当たり的な記述内容となっている．食堂

のテラスの向こうに見える運河には水上生活者のボー

トが停泊し，運河の泥水を使って夕食の支度をしてい

る（図59）．彼らは，船で食事をし，舟の中で寝る．

1月9日（木）

熱帯の洗礼

　8日の調査から帰って真夜中までに，ほぼ1時間お

きに4，5回の下痢をし，梅肉エキス，征（正）露丸

ではどうにも止まらず，松山先生から下痢止め剤と消

化剤をいただき，それを飲んでの調査旅行となる．8

日夜には熱が37度を越し，細菌性の下痢を疑い，9日

からのアンザン省の調査には行けないかなと覚悟をし

たが，9日朝には37度以下に下がり，腹に爆弾を抱え

ながらの調査旅行となった次第である．結果的には，

アンザン省稲作調査旅行を落伍することなく完遂する．

全てを見逃したくないという，我ながら見事な執念と

いうほカ、ない．

表16Hoa　My村（Hau　Giang省Phung　Hiep県）の稲作概況．

全面積：2，000ha

水田面積：1，100ha；そのうち310haでdouble－cropping，800haでsingle－cropping。

稲作体系と収量：

　Double－cropping：

　summer－autumn（1st）season，HY（OM84（NN6A）），3ton／ha
　autumn－winter（2nd）season，在来稲，　　　　　　　＜2ton／ha
　Single－cropping：在来稲，2．8ton／ha

2回移植稲＝

　Single－cropping800haのうち500haは2回移植稲が栽培される．品種はTrang　Lun．
　（この品種は1回移植稲としても栽培される）．2回目の本田移植は9月初～中旬で，移植時の水

　深は40cm．

病虫害：ネマトーダの被害無し，小粒菌核病によるわずかな被害．1985年ウンカの被害．

水文状況：水田の水深は10月が最も深く，平均80cm
土壌：水田の半分が酸性硫酸塩土壌
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　稲作調査の同行者

　　メコンデルタ稲作調査でのカントー大学からの同行

　者をみると，その日の行き先よって同行者が違うこと

　に気付く．1月1日のソンハウ国営農場訪問と9日か

　ら11日までのアンザン省稲作調査では，Khai学長自

　らが同行され，5日のハウザン省内のタァンチ県調査

　では，同行者の1人は副学長であり，4日のチョウタ

　イン県と7日・8日のフンヒィエプ県の稲作調査では，

　メコンデルタ稲研究開発センターのスタッフのみの同

　行だった．恐らくは訪問先のレベルあるいは重みに合
＼

　わせて，あるいはカントー大学との関係の深さに応じ

　て，スタッフだけでよいのか，副学長クラスが加わる

　のか，それとも学長自ら赴く必要があるのかが決まる

　のであろう．しかし，このようなことは何も共産主義

　国家に限られたことではなく，資本主義の国々でも見

　られることである．これまでの経験で，国際協力機構

　の調査団や短期専門家で外国に派遣されて，当地の在

　外日本大使館を表敬訪問する時，我々大学教授なら，

　余程の事情がない限り，応対に出てくるのは三等書記

　官クラスである．この傾向は近時益々強くなり，表敬

　訪問の必要すらなくなりつつある．

　表敬訪問

　　更に，4日からのフィールド調査で感じたことは，

　表敬訪問の多さとそれに取られる時間の長さである．

　その日の調査活動時間の半分近くは表敬訪問に費やさ

　れているのではないかと思うほどである．ハウザン省

　での調査では，先ず調査地の県の党あるいは人民委員

　会を訪問し，当該県の稲作概況の説明を受ける；続い

　て村の党あるいは人民委員会を訪問し，同じように村

　の稲作概況の説明を聞く；圃場調査を終えて別の村に

　移ると，調査の前にその村の党あるいは人民委員会を

　訪問して話を聞くという，先ず表敬訪問ありきという

　調査行程であった．アンザン省の現地調査では，これ

　に省人民委員会の表敬訪問が加わり，その後，ハウザ

　ン省での調査と同様，県一村と下りていった．このよ

　うな見事なまでの縦社会は共産主義の業であり，共産

　主義国家における権力集中と官僚主義の反映であり，

　現在でも，表敬訪問に取られる時間は短くなったとは

　いえ，本質的には続いている．

　ロンスエンヘ

　　この2，3日カントーの朝は涼しい．涼しいという

　より寒いほどである．シャツの上に上着を着ている人

　もいる。真偽のほどは定かでないが，Xuan夫人の話

　によれば，カントーでは，気温が5℃以下になれば休

　校になるそうである．9日から11日までの3日間は，

ハウザン省の北隣にあるアンザン省での稲作調査であ

る．同行は，Pham　Son　Khai学長と，メコンデルタ

稲研究開発センターのTran　Thanh　Be，レ・タイン・

ドゥォン（LeThanhDuong）とDuongNgocThanh

の3氏．朝7時30分，Xuan夫人の見送りを受けてゲ

ストハウスを出発する．ハウ川右岸に沿って北上し，

途中からアンザン省に入り，9時過ぎ，省都ロンスエ

ン（Long　Xuyen）に到着する．ロンスエンはカン

トーの北約60kmに位置する．この街はカントーより

小さいと言われるけれども，カントーより明るくて綺

麗な街である．近代的なサッカー場があり，大きな建

物が目につく．我々が2泊する予定のK．S．ロンスエ

ンホテルの前には，立派な教会がある．ホテルの最上

階に上がると，ハウ川の雄大な流れがすぐ近くに見え，

街の周りは緑に囲まれている．しかし，ハウ川沿いの

バラックはカントーと同じように汚く，街のオープン

バザールはカントーと同じように非衛生的である．道

端の青空食堂，台を一つ置き，その脇にスープ，麺な

どを入れた鍋を置く．麺，スープを食器によそおい，

それに簡単に調味料を加え，客に差し出す．この手の

食堂から街の食堂に至るまで，いつもが誰かが食べて

いる．

アンザン省人民委員会

　これまでの例にもれず，先ずアンザン省の省人民委

員会庁（Office　of　Provincial　People　Committee）

を訪ねる．相互に簡単に紹介しあい，アンザン省にお

ける浮稲栽培の概況（表17）を聞く．省人民委員会を

代表したのはグエン・ヴァン・バー（Nguyen　Van

Ba）副議長．アンザン省人民委員会での概況説明も，

ハウザン省の県・村の党あるいは人民委員会での説明

と同じく，型通りの報告で，説明内容に実態が伴わな

い．党あるいは人民委員会での説明，翻って我々の稲

作調査そのものが，全てこれ儀式ではないかと思うよ

うになってくる．ヴィエトナムに限らず，共産主義国

家ではそうではないかと思われるが，形はあるが中身

がなく，目標ばかりが先走って具体的実践が伴わない．

ロンネエン市ビンドゥク農業試験場

　アンザン省人民委員会訪問を済ませ，午前中はロン

スエン市のビンドゥク農業試験場（Binh　Duc　Agri－

cultural　Experimental　Station）の見学に行く．試

験場内で栽培されている稲はいずれも高収量性稲（二

期作の2作目）で，栄養生長期にあった．圃場を見て

回っている時，Khai学長が，カントー大学メコンデ

ルタ稲研究開発センターからBinh　Duc農業試験場

に派遣されている女子学生を見つけ，二人にやさしく
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表17　An　Giang省の浮稲栽培概況．

革命前（1975年以前）：

　浮稲栽培面積：180，000ha；収量：1．2～1．5ton／ha

現在：

　浮稲栽培面積：100，000ha

　　ThoaiSon県：30，000ha
　　ChauThanh県：20，000ha
　　ChauPhu県：20，000ha
　年2～3作の地帯：80，000ha
　収量：1．6～1．8ton／ha　l1986年，2ton／ha；将来2ton／ha以上にしたい．

浮稲栽培地帯の水文状況：

　水田の平均の水深：1．5～2m；1984年，3mあるいはそれ以上；1978年，4m
浮稲地帯の土壌：

　酸性硫酸塩土壌

話しかけられる．

　場内の圃場を見た後，試験場のスタッフから説明

（表18）を聞く。ここでも，栽培面積，栽培品種，収

量だけの説明で，測定データによる裏付けがない．農

業試験場でこの程度であるから，県・村の党あるいは

人民委員会の役所／役場で具体的な話など聞けるはず

もない．だから，井之上先生が少し突っ込んだ質問を

すると，話がしどろもどろになり，答えが前のと違っ

てきたりする．Xuan教授のいないことが調査にじわ

じわと響いてくる．案内する人はいても，議論になる

相手がいない．通訳に問題があり，回答する側が混乱

して話がしどろもどろになったのかもしれないとして

も，同じ事の繰り返しでは，回を重ねてくると，また

かとうんざりして，この種の話が段々と退屈になる．

ノートに記録はしているものの，早く終わらないかと

そればかり考えるようになる．今日みたいに体調不充

分の時にはいい加減腹も立ってくる．

ホアビン村合作社

　午後は，ホアビン（Hoa　Binh；和平）村の合作社

を訪問する．ホアビン村合作社はチョーモイ（Cho

Moi）県に属し，ハウ川の左岸にあり，フェリーで渡

る．フェリーを待っていると，少年が宝くじを売りに

来る．いらないと手を振る．別の少年は，菓子を置い

た盆を頭に載せ，フェリーを待っている人々の間を歩

き回っている．女性は幅広の黒のズボン（クワン）を

穿き，両脇に切り込みの入ったブラウス様のもの（バー

バ）を着ている．それら女性が完全に腰を落としてフェ

リーを待っている．ヴィエトナム人は，屈み込む時は

大抵この姿勢をとる．フェリーの中では，少年が煙草

を売っていた．これらの少年を見ると，果たして学校

に行っているのだろうかとやや心配に思う．ホアビン

村合作社でも，圃場を観察して，合作社の組織と稲作

概況の説明（表19）を受ける．合作者の人がどうした

ら収量が上がるだろうかと聞いてくる．収量構成要素

のデータがなければ答えられないと，井之上先生が答

える。いつも歯車の噛み合わない議論に終始する．空

しさが募るだけである．農業機械が，農薬がと，口を

揃えてヴィエトナム側の人は言うけれども，こまめに

除草すれば病害だって防げるはずである．

　ホアビン村合作社は高収量性稲の二期作が可能で，

表19に見るように既に充分高い収量が得られている．

それでも，どうしたら収量が上がるだろうかと聞いて

くる．収量増が国家目標だとしても，これではまさに

経文である．高いレベルの収量を維持するためには窒

素肥料の多施用が必然であるが，それは一方では病虫

害を招来し，土壌の養分状態・バランスを悪化させる．

更に，高収量はそれに見合う量の微量要素の吸収を要

求するので，高収量の継続は微量要素の欠乏となって

現れる．

ハウ川の恵み

　ビンドゥク農業試験場とホアビン村合作社はハウ川

沿岸地域に立地して，表18と19に示すように，水稲収

量が，昨日までのハウザン省での調査地の水稲収量よ

りもかなり高い．これは，この地域の農民の努力もさ

ることながら，土壌が良いからである．ハウ川沿岸地

域では，ハウ川のしばしばの氾濫により，肥沃な堆積

物が継続して堆積する．乾季には，ハウ川の水を灌概

水として利用することができる．良好な土壌と立地条

件を活かして，高収量性稲の二期作が充分に可能であ

り，それが高収量につながる．ハウ川沿岸地域に対し，

川から離れた地域では，乾季に灌概水が不足する．5

日に行ったタァンチ県では，南シナ海の影響を受けて

乾季には運河の水は塩分を含み，内陸部のため酸性硫

酸塩土壌が広く分布する．
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K．S．ロンスエンホテルにて

　夜，K．S．ロンスエンホテルの最上階でフランス映

画のビデオの放映があり，町の人が多く見に来ていた．

この種の放映は，統一前はロンスエン市でも広く行わ

れていたと思われるが，現在では，この国で外国映画

に接する数少ない方法の一つであり，また数少ない娯

楽の一つであろう．そして，これを見に来れるのは，

語学の素養があり，一定以上の収入がある人なのであ

ろう．

1月10日（金）

トアイソン県稲作調査

　ヴィエトナムは朝が早い．カントーでは朝5時にな

ると決まって，街のどこかにあるスピーカーから，国

家あるいは共産主義を讃えていると思われる放送が流

れ始める．そして，人々が動き始める．K．S．ロンス

エンホテルでも，朝5時から館内の音楽放送が始まっ

た．今日の調査は，メコンデルタ内陸部に入り，トア

イソン（Thoai　Son）県の浮稲地帯での浮稲調査であ

る．朝7時にホテルを出発する．青空食堂が繁盛して

いる．皆おいしそうに食べている．朝市が賑わってい

る．輪タクが鈴なりの人を乗せてやって来る．ジープ

の前から鶏があわてて逃げる．運河では女性が洗濯を

し，水を汲んでいる。老人が網を入れている．運河に

は木あるいは竹の棒橋がかかっている．棒橋，岸から

中央にかけて幾分上り，中央部は水平で，向こう岸へ

また幾分下る．勿論手すりはついているが，渡るには

やはり勇気がいりそうである．我々のジープが走って

表18Long　Xuy3n市Binh　Duc農業試験場（An　Gian琴省）の試験内容と稲作概況

試験場：全面積10ha；職員（Worker）13人
試験内容：

1
23．

4．

5．

稲栽培品種
収量：

　Wet（sunヌmer－autumn）season，4～5ton／ha
　Dry　（winter－spring）season，6～7ton／ha
栽培管理：

　乾季の稲作では灌概システムが整備され（good　irrigation　system），塩害もない（no　salt
pr・ble卑）。

土壌＝Tropaquept－Fluvaquent

　土性壌埴土（10amy　clay）；pH6．4；全P　O．107％；可給態P270ppm
病害：窒素多肥による紋枯病の多発

窒素肥料に関する試験：kindS　and　amOUntS

改良された（improved）稲品種に関する試験：47varieties
　（O　Mon　Agricultural　Research　Instituteとの共同試験）

高収量性稲の収量に関する試験：12varieties
　（National　program）

高収量性稲の収量に関する試験：20varieties
　（カントー大学との共同試験）

高収量性稲への窒素肥料の施肥時期に関する試験

　（カントー大学との共同試験）

　　　　：IR64，NN6A，NN7A，IR17433

表19　Hoa　Binh村合作社（An　Giang省Cho　Moi県）の組織と稲作概況．

設立：1985年2月

全面積：209ha
家族数：372

チーム構成：灌概（irrigation），植物保護（plant　protection），機械（machinery）の3チームが
　ある．

稲作体系：高収量性稲の二期作が行われる（double－cropping　system　of　HY－HY）

稲栽培品種：IR32，MTL60，MTL55，MTL63
収量（年二期作として）：1983年，9．5ton／ha・年；1984年，10．2ton／ha・年

労働日：150日／人／年

労働報酬：30kg米／人／日
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表20ThoaiSon県（AnGiang省）の稲作概況．

水田面積：40，000ha（0．6ha／人）

浮稲水田：30，000ha

HY水田：10，000ha
収量：

浮稲：1．4ton／ha

HY（雨季）：3．5ton／ha

HY（乾季）：4ton／ha

　（雨季：summer－autumn　l乾季：winter－spring）

最も普及した浮稲品種＝Tau　Binh，Nang　Tri，Nang　Tay　Dum
全部で20種程栽培されている．

いる道路でさえも，運河にかかる橋は，鉄橋の骨格に

枕木を置いただけのもので，ジープ1台がやっと通れ

るほどの幅である，

悪路を約1時間走って，8時過ぎにトアイソン県の

県人民委員会役所に着く．ロンスエンの西25kmに位

置する．役所の前の広場は，朝市の人でごった返して

いた．働けば腹も減る，皆旺盛な食欲である（図60）．

県人民委員会役所で，トゥ・ヴェ（Tu　Ve）県人民

委員会副議長に紹介され，トアイソン県の稲作概況

（表20）の説明を受ける．40分近く待って船に乗り込

む．この舟は今までのボートより大きく，艀を少し小

型にした程度の舟である．運河を北西に進む．暫らく

進むと，運河の両側に浮稲地帯が広がる．井之上先生

はいささか興奮気味である．しかし，その興奮は，そ

の後いとも簡単に醒めさせられることになる．浮稲は

収穫の真最中であった．稲田では農民が稲を刈り，刈

り取った稲穂を積んだ手漕ぎのボートが運河を進み，

運河沿いの道路では脱穀機による脱穀が行われていた．

ハウザン省でこれまでに見てきたボートは，2本の擢

が2本ともボートの後部についていたのに対し，この

地方では，かなりのボートで前部と後部に1本ずつつ

いている．この地方の農民はカンボディアからの移民

が多いとのことで，そう言われれば，ヴィエトナム人

とは幾分違った顔立ちをしている．クメール人という

のであろう．この地方の農民もまた貧しいようである．

運河脇の農家は，これまでの調査の途中で見てきた中

では一番貧弱である．漁をしている農民の表情も，何

とはなしにうつろである．

ヴォンドン村

　ヴォンドン（Vong　Dong）村の調査地に到着する．

広大な浮稲圃場が眼前に広がる（図61）．広い圃場，

人がまばらに見える．雨季には一面冠水すると聞き，

壮大なその眺めを思い浮かべる．早速調査を開始する．

今年の浮稲の桿長は2m程である（図62）．ちょうど

収穫期（harvesting　time）に当たり，品種はNang

Tay　Dum．本格的な調査を始めようとした矢先，20

分程いただけで次の場所に移動するという．土壌調査

の穴1本掘ることができなかった．井之上先生が，調

査を続けたいので1人ここに残る，帰りにまた乗せて

ほしいと言われたが，帰りは道が違うのでそれはでき

ないということであった．仕方なく舟に乗って先へ進

む．

ヴォンテ村

　ヴォンテ（Vong　The）村に到着する．この村でし

たことは，村人民委員会の役場の近くにあるパゴダ

（pagoda；仏教寺院）の見物であり，たっぷり1時間

はかかった．トアイソン県のこの地域には，平野の真

中に幾つかの小山がある．ヴォンテ村人民委員会役場

の背後にも小山があり，その麓に，山から切り出した

石で造ったと思われる多くのパゴダがある．それらパ

ゴダのうち，Pagoda　of　CambodianとPagoda　of

Vietnamese（霊山寺）を見て回る．堂の中には極彩

色の釈迦像があった．日本の仏像に比べていささかファ

ニイに見えた．

　ここでパゴダを見物するぐらいなら，どうしてさっ

きの所でもう1時間か2時間調査をさせてくれなかっ

たのかと，井之上先生は怒りを通り越して半ばやけっ

ぱちである．統一後のこの国での調査に完全に失望さ

れてしまったようである．ここにきて，Xuan教授不

在の影響は越え難いものとなってしまった．調査には

ぞろぞろついて来るが，誰も何も知らない，測定デー

タがない，充分な調査をさせてくれない．そのくせ，

どうすれば収量を上げることができるかと聞いてくる．

収量を上げるためには，充分な調査をし，綿密な測定

データが必要である．それらを基礎にして初めて，収

量を上げるための方策が論じられるというものである．

　井之上団長は，フィールド調査にずっと同行してく

れているBe氏に対しても，段々と不満を言われるよ



348 江頭和彦

うになる．Be氏にしても，調査をさせてあげたいの

は山々だろうが，彼の一存でどうなるレベルのもので

もなく，半ば気の毒である．同行の人にしても，恐ら

くは我々の来訪目的を充分には知らされていず，彼ら

にとっては何の変哲もない浮稲を見てもらうより，パ

ゴダを案内することの方がより接待になると考えたの

ではなかろうか．収量を上げるにはどうすればよいか

という質問も，それ以外には聞くことがなかったので

あろう．双方の思惑の違いは大きく，統一による心の

隔たりを埋めるには，10年という時間はまだ短過ぎた

ようである．

　昼食は，ヴォンテ村人民委員会に招待される．村の

中心にある食堂に案内されたが，お世辞にも綺麗とは

言えなかった．蝿がたかり，客が捨てる豚や魚の骨を

待って犬がうろつく．ご飯は浮稲だそうだが，炊き方

が悪くまずい．生ものは食べず，－充分に煮たものだけ

を食べる．だからどうしても野菜を食べる量が少なく

なる．食堂の外に目をやると，娘さんがひとり青空食

堂の店番をしている。客が来ると，予めゆでてある麺

を手で掴んで茶碗に移す．汁をかけ，調味料をかけて

客に渡す．人通りの中での食事である．

ヴォンドン村とトアイザン村

　ヴォンテ村から引き返し，午後は2個所で浮稲の調

査．いずれも10分ないし15分の調査である．ヴォンド

ン村では，逸出稲（escaped　rice）（図63）を見る機

会に恵まれる．出穂していた．図64は逸出稲の圃場で，

その向こうには栽培浮稲の圃場が見えた，ヴォンドン

村の午前中の調査地とは別の場所で，違うコースをとっ

て帰って行ったようである。逸出稲は，逆進化して野

生にかえった栽培稲（浮稲）で，脱粒性が高く，休眠

が不揃いで，発芽時期も不揃い。浮稲であるが収穫し

ないと教えられる．逸出稲を見たのはこれが最初で最

後であり，その後2002年4月には，ミャンマーの数個

所で多年生の野生稲（0君銘αr雌pogoη）を見ること

ができた．トアイザン（Thoai　Giang）村では，浮

稲（品種Nang　Tay　Dum）に対する窒素肥料の施肥

回数試験の圃場を見学した．

トアイソン県人民委員会にて

　トアイソン県の県人民委員会役所に戻る．役所では，

判で押したようにどうしたらいいかと聞いてくる．たっ

た3個所，それも合計で1時間もない調査で何がわか

るかと，井之上団長は言いたげである．例えば，ドこの

地域の土壌はどうかと聞いてくる．今日は穴1本掘っ

ていないからわからないと答える．それでは余りに素っ

気ないので，カントー大学農学部土壌学科で作成した

土壌図によれば，この地域の土壌は決して悪くはない

と思われる，ただハウ川から離れているので，可給態

リンに乏しい可能性があると答える．次に，水管理は

どうしたらよいかとくるから，そのためには地形図が

必要である，地形図はあるかと聞くと，ないという返

事．運河の水を灌概に使えばと言えば，酸性だから使

えないと言う．ではpHはいくらかと聞くと，わから

ないと言う．万事がこの調子で，この噛み合わない議

論を調査の度に繰り返している．溝は深まるばかりで

ある．

　この後，トアイソン県人民委員会によるディナーが

用意されていた．今回の稲作調査旅行では，調査自体

と議論には稔りが少なかったが，・この種の招待食事は

どこでも盛大であった．食事に対しては，充分過ぎる

ほどの心配りを受けた．ある意味では歓待旅行と言え

ただろう．それがヴィエトナムと日本の友好にいささ

かも役立ったとすれば，ひとつの喜びである．互いに

知り合えば，次の調査はもっとやり易く，もっと実質

的なものになるであろう．まず見て回ること，これが

今回の予備調査の目的であることよりすれば，友好第

一で良しとせねばなるまい，

K．S．・ロンスエンホテルにて

　トアイソン県人民委員会によるディナーから2時問

足らず，K。S．ロンスエンホテルでも夕食が待ってい

た．腹一杯だからいらないと言っても聞き入れてもら

えず，食べてもらわないことには我々の仕事が終わら

ない，とホテル従業員に言われては致し方なく，結局

食べる羽目になる．共産主義国家の教条主義の一端を

垣間見たようなできごとだった．K．S．ロンスエンホ

テルでも，ホーチミン市のクーロンホテルと同じよう

に，食堂は最上階にあったように記憶している．この

日ヴォンテ村で，初めてsour　soap（和名はトゲバン

レイシ）を見て，口にする．栄養価が高く，井之上先

生から21世紀の果物と教えられる．しかし，ヨーグル

ト様の味で，その当時の自分の口には余り合わなかっ

た．

子供達に思う

　今日見て回った所も子供が多かった．粗末ななりを

して跣である．遊んでいる子，子守りをしている子，

ボートを漕いでいる子，魚を取っている子，腹の膨れ

ている子，食器を洗っている子，、などなどである．子

供達を見る度にいつも思うのであるが，この子らのう

ち果たして何人が，将来その能力を正当に発揮できる

機会に恵まれるだろうかと．この子達を決してかわい

そうとは思わない．ただ後進国に生まれたというだけ
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で，自分の能力を充分に発揮することなく終わるとい，

うことが不欄である．

1月11日（土）

アンタイン国営農場訪問

今日の調査地は，アンザン省チョウタイン（Chau

Thanh）県ヴィンヒュアン（VinhNhuan）村のア

ンタイン国営農場（An　Thanh　State　Farm）であ

る．ここも浮稲地帯である．An　Thanh，漢字では安

成．朝7時にK．S．ロンスエンホテルを出て，ジープ

で20分程北上し，昨日と同じ大きさの舟に乗り換える．

運河の両側には，いつもと同じ人々の生活が展開する．

浮稲地帯に入ってくる，広大な平地が運河の両側に望

める．農家の床が地面より1．5ないし2m程高いとこ

ろにあり，まるで2階に住んでいるようである．いわ

ゆる杭上家屋で，その後東北タイ，ラオス，ミャンマー

で数多く見ることになる．牛舎も豚舎も同じ高さにあ

る．雨季に最も水嵩が増した時に，そこまで水がくる

からである．その時には運河も水田も水で溢れ，あた

り一面水の世界となる．

　2時間程舟に乗って，アンタイン国営農場に到着す

る．国営農場訪間は，1月1日のハウザン省オーモン

県のソンハウ国営農場に次いで二つ目．南ヴィエトナ

ムでは国営農場（state　farm）は少なく，残りは合

作社（βooperative　farm）の形態をとると聞く．ア

ンタイン国営農場の指導者（所長）はトゥ・ズン

（Tu　Dung）氏．事務所で国営農場の稲作概況（表21）

を簡単に聞き，早速圃場に調査に出かける．一面の浮

稲（図65），品種はBa　Bong（タイからの品種）で，

他に2品種混じる．今日はKhai学長が同行しなかっ

たこともあって，昨日よりははるかに充分な時間を調

査に当てることができ，井之上団長のご機嫌も少しは

直ったようである．私は浮稲の大地のゆったりとした

時の流れに身を置いて，人の動く様を眺めながら，1

週間後は日本かと考えていた．このことは，国営農場

の情景と合わせて，今でもはっきりと覚えている．．

　国営農場では，浮稲の収穫作業の最中であった．こ

のあたりでは，8月上旬から水位が上がり始め，9月

上旬に最大（水深2m以上）になり，その状態が12

月まで続く．最大水深に合わせて，稲の桿長も2m

以上ある．現在は深いところでも40cm程度なので，

浮稲は倒れている．その倒れている稲の，穂先から50

cmぐらいのところを鎌で刈り取り，濡れないように

切り株の上に乗せる．刈り取られた稲を，別の人が膝

まで水につかりながら集めて回り（図66），1個所に

集める．集められた稲を束ね，ボートに積み，水田地

帯内に縦横に張り巡らされた小さな運河を通って運び

（図67），脱穀機で脱穀する（図68）．稲の脱穀に脱穀

機を見たのは，調査した中では浮稲地帯だけであった．

　アンタイン国営農場で機械化されているのは脱穀だ

けで，刈り取りを始め，他の作業は全て手作業である．

この国営農場だけでも450haの水田がある．それを全

て手で刈り取るのだから大変な作業である．それで，

収穫期には，1日500人程の農民を雇うそうである．

彼ら季節農民の仮の宿とおぽしきものが運河沿いの土

手に並んでいた．宿といっても，幅約1．5m，奥行き

約2mの広さの，四隅に1m程度の高さの杭を打ち，

上部と横を簡単に覆っているだけである。炊事道具を

持ち込み，そこで寝起きをするのであろう．ボ』トで

その横を通った時，何人かは食事をし，何人かは昼寝

をし，そして何人かはこちらを見ていた．

　お互いに稔りのない議論をし，国営農場で昼食を呼

ばれる．宴会となり，盃の交換をし（図69），かなり

のご馳走だった．モチ飯が出る．モチ米にマングビー

ンを加え，ココナツミルクで炊き上げる．幾分甘い味

がするのは，ココナツミルクのためである．鶏肉，そ

表21An　Thanh国営農場（An　Giang省Chau　Thanh県）の稲作概況．

水田面積：450ha；スタッフ：30人

栽培している浮稲品種：Pin　Gaew，Ba　Bong（以上タイからの品種），Nang　Tay　Dumなど；国

　営農場の目的に稲種子の生産がある．

収量：

　State　Farm：2ton／ha

　Farmer：　1．2ton／ha

　Experimental　Station：3ton／ha
水田土壌断面：

　Ap：0～15cm
　Blg：15～25cm
　B2gir：25cm＋，鉄明暮石は肉眼では見えなかったが，pHは4と低かった．
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れに豚肉の煮たもの．フランスパンまではおいしかっ

たが，麺（ミーと呼ばれ，米粉からつくる）には手を

出せなかった．また船に乗って2時間引き返し，ロン

スエン省人民委員会庁に着く．公式的な挨拶を交換し

た後，午後4時半から庁内で，省人民委員会主催のディ

ナーに招かれる（図70）．しかし，ランチとディナー

の間はただ船に乗っていただけ，そんなに腹に入るも

のではない．30分程でお開きとなり，帰り際に，ディ

ナーを準備してくれた女性と写真に収まる（図71）．

午後6時過ぎにはカントー着，ゲストハウスに帰り着

く．ここが，何といっても一番落ち着ける場所である．

1月12日（日）

調査報告書

　カントーでの予定を全て終え，午前中はゲストハウ

スで休息．街へ出て，歩き回りたい気もあるけど，言

葉が全く通じず，その上1人で歩いていると何が起こ

るかわからない．午後3時から，Khai学長，Quang

副学長，通訳としてXuan夫人，それにもう1人男

性の同席の下に，今回の調査を総括して，それぞれの

分野からのコメントをし，簡単な報告書を提出する．

土壌学分野のコメントは次ぎのようである．r米の生

産は土壌の種類と密接に関係しているという印象を受

ける．土壌が良ければ収量も高い．従って土壌図の作

成が必要となり，この意味でカントー大学土壌学科の

研究活動の方向は正しい．土壌図の作成に基づいて土

地評価を行い，土地評価に基づいて的確な作物の選択，

的確な稲の品種の選択を行う，それらが生産増につな

がる．」尚，井之上先生，松山先生，江頭各人の，そ

れぞれ作物学，植物病理学，土壌学から見た簡単な調

査結果と提言は，InouyeθεαZ。（1986）に記述され

ている．

別れの宴

　午後6時から，学長，副学長，Xuan夫人，それに

メコンデルタ稲研究開発センター，植物生理学科，植

物保護学科の主だった人達が集まり，別れの小宴を開

いてくれる（図72）．乾杯を何度も繰り返し，いささ

か飲み過ぎであった．土壌学科長のVe氏は，ゲスト

ハウスまで来て，少時話をしたものの，体調が悪いこ

とを理由に，宴には出席せずに帰る．あるいは，学長

とそりが合わないのかもしれないとも詮索してみる．

宴が終わって2階に上がり，アリオとの別れを惜しむ

（図73，74）．

1月13日（月）

カントーを去り，ロンアンに至る

　朝8時，Khai学長，Cuc植物保護学科長，アリオ

らの見送りを受けてゲストハウスを出発する．12月28

日に来た道をホーチミン市の方へ引き返す．Xuan夫

人，メコンデルタ稲研究開発センターのBe氏と

Duong氏が同行する．ハウ川，続いてメコン川をフェ

リーで渡る．来る時には珍しかったが帰る時には見慣

れた風景，人々の生活が車窓に展開する．今日と明日

はロンアン（Long　An；龍安）省での稲作調査であ

る．11時過ぎにロンアン市に到着する．ロンアン市は

カントーより120km，ホーチミン市まで50kmの所に

ある．ヴィエトナムの主な都市の汚さにも慣れてきた

ようである．ロンアンの街もそう綺麗ではないけれど

も，そう汚いとも思わない．街は汚いけれども，ヴィ

エトナムの女性は綺麗である．今日宿泊するボンセン

（Bong　Sen）ホテルの女性従業員も美人揃いである．

その美人従業員が薄いピンクのアオザイに着替えて応

対してくれる（図75）．

　昼食はロンアン省人民委員会に招待され，ボンセン

ホテルで取る．先ず鶏の煮物，次にサツマイモと魚の

フライ，その間にフランスパンが出る．続いて豚肉の

油煮，ご飯が出る．ご飯は香り米（aromatic　rice）

を炊いたもので良い香りがする．ロンアン省の特定の

場所で栽培され，良い香りがするところから香り米と

呼ばれる．最後に鍋物が出る．鍋物は，レバーと野菜

の鍋物である．ホストが，自分の箸で鍋の中の具を取っ

てゲストの椀の中に入れる．これがヴィエトナム流の

もてなし方である．

ロンアン省稲作調査

　食事を終えて午後1時半から，ボンセンホテルで，

ロンアン省の農業及び稲作概況（表22）について説明

を受ける．省側の出席者は，省人民委員会副議長のハ

イ・ヴァン（Hai　Van）氏と，省農業部（Provincial

Agricultural　Service）の部長（Director）ソン・ナム

（SonNam）氏と技術室長（Head　ofTechnica10ffice）

ギィエプ（Nghiep）氏の3人．ロンアン省側の説明

は栽培面積と収量に関する数字の羅列で，興味がなけ

れば退屈してしまう．英語力の不足も退屈してしまう

一因のようである．予め印刷したものを配布してくれ

ればわざわざ書かなくても済むのにとも思うけど，そ

の国にはその国のやり方があり，当時のヴィエトナム

では，紙そのものがまだ貴重だったと思われる．尚，

ハウザン省とアンザン省での経験と合わせ，我々の訪

問に対する応対は，省人民委員会では副議長どまりで
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図68　アンタイン国営農場，浮稲の脱穀．

図70　ロンスエン省人民委員会庁，委員会主催のディナて。
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図72　カントー大学ゲストハウス，別れの宴．
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図74　カントー大学ゲストハウス，ゲストルームでアリオと．
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図69　アンタイン国営農場，昼食での盃交換．

図71　ロンスエン省人民委員会庁，ディナーを準備した女性．

図73　カントー大学ゲストハウス，ゲストルームでの語らい．

図75　ロンアン市，ボンセンホテルの女性従業員．
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あり，県の党あるいは人民委員会では，恐らくは県の

大きさにより議長あるいは副議長クラスで，村の党あ

るいは人民委員会では，多くの村で書記レベルであっ

た．

　午後3時過ぎから圃場調査に出発する．カントーで

既に充分に調査をし，カントー大学学長にレポートま

で提出しているので，ロンアン省での調査は付け足し

みたいな気がして，調査にも余り気乗りがしない．市

街地を出れば稲田が続く．南ヴィエトナムでは，地形

が許し水さえあれば，1年中稲がつくれる．田植えを

している田，青々と繁っている田，出穂期頃の田，収

穫直前の田，既に刈り取りが終わった田と，稲の一生

の様々な田を同時に見ることができる．最初の調査地

はタンタァン（TanThanh）（あるいはトゥトゥア

（Thu　Thua））県タンドン（Tan　Dong）村で，酸性

硫酸塩土壌の水田．オーガーで掘り取って土壌断面

（表23）を観察していると，学校帰りと思われる子供

達が三々五々集まって来る（図76）．彼らは全てに興

味津々であり，好奇心のかたまりである．うるさく感

じられることもあるが，好奇心こそ学問の根源である．

　二番目の調査地はヴァムコ（Vam　Co）県ホアフー

（Hoa　Phu）村．調査水田では稲の二期作が行われ，1

作目　（1st　season）に高収量性稲，2作目　（2nd

season）に1回移植在来稲を栽培する．1回移植在来

稲（品種Lua　Sen），二期作の2作目での桿長は1．2m

程．単作で栽培すれば桿長は1．5m程にもなると聞く．

ちょうど1回移植在来稲の収穫の最中で，膝まで水に

つかりながら女性が稲を刈っていた（図77）．濡れな

いように，刈り取った稲は切り株の上に置く．ヴィエ

トナムの女性はよく働く．そして，決して表に出よう

表22　Long　An省の農業及び稲作概況．

全人口＝1，066，000人

全面積：435，500ha

耕地面積：240，000ha

米総生産高：1976年，390，000ton；1985年，608，000ton（580kg／人／年）

各生態タイプの水稲の水田面積と収量：

　全水田：190，000ha，3．5ton／ha

　浮稲：革命前，55，000ha；現在，22，000ha，1～1．5ton／ha

　（浮稲水田地帯は主に酸性硫酸塩土壌である）

　深水稲：7，500ha

　（カンポディアとの国境近くで栽培される）

　在来稲：65，000ha，2．8～3．Oton／ha

　（海岸近くで栽培される）

　香り米：8，000ha（品種はNangThom）
　高収量性稲：75，000～80，000ha，3．7～3．8ton／ha

稲一海老作付体系：

　雨季に稲，乾季に海老を栽培し，土手でココヤシを栽培する．

特記事項：

・耕地面積の75％は酸性硫酸塩土壌で，11％は塩類障害（salinity　problem）を受ける．

・耕地がしばしば洪水を受ける（特に1978年，1984年）

・ロンアン省の主要作物は稲であるが，その他ピーナツ，ココナッも生産される；大豆，マングビー

　ンは個人生産．

州の北部と南部での人口密度と耕地面積の違い：

　　　　　　　　北部　　　　南部
　人口密度　　45－50人／km2600－650人／km2

　耕地面積　　　85，000ha　　　24，000ha

表23　酸性硫酸塩土壌の断面記載（Long　An省Tan　Thanh県Tan　Dong村）．

Ap：0～13cm，black，pH4．5
Bgj（？）：13～30cm，gray　and　possible　jarosite　mottlings，pH4．5

Cg1：30～100cm，reddish　brown，pH4．5，peaty　material

Cg2：100cm十，reddish　brown～black，peaty　layer
水田圃場横の運河の水，pH5
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としない．私にはもう無理だけど，妻にするならヴィ

エトナムの女性が一番だそうである．ボンセンホテル

に戻ってからのことだったと思うが，部屋のテーブル

の上に置かれた飲み水のボトルの底に薄く泥が溜まり，

運河の水由来を思わせた。ボトルを振ると，水はかす

かに濁った．調査旅行の間，党や人民委員会の事務所，

街の食堂は勿論のことホテルにも冷蔵庫が無く，運河

の水を冷やして作った氷をグラスのビールに入れるか

どうか，思案のしどころだった．

1月14日（火）

続ロンアン省稲作調査

　ボンセンホテルでの朝食は，フランスパンに卵の目

玉焼きとコーヒーであった．カントーでもこのメニュー

の朝食が多かった．多くのヴィエトナム人は，卵をつ

ぶし，それをパンにつけて食べる．ホテル出発は7時

半．カンドゥォク県人民委員会役所に行く途中数個所

でジープを降り，少時観察する．13日もそうだったが，

ロンアン省で回った所は高収量性稲と1回移植在来稲

の二期作地帯にあたり，ちょうど1回移植在来稲の収

穫時期であった．最初の調査地はベンルク（Ben

Luc）県の県都（Chief　town）．ここでは，2作目の

稲の後，3作目の作物としてスイカを植えていた．こ

のスイカは，テト（ヴィエトナムの正月，2月9日頃）

の頃に食べ頃となる．続いての調査地は，同じくベン

ルク県のフォクロイ（Phuoc　Loi）村ゴーデン（Go

Den）．ここでは，1回移植在来稲としてモチ稲（品

種NepRo）を植えていた．桿長は120cmで，全長160

cm．収穫直前にあり，4．5～5トン／haの収量と予

想された．3番目の調査地はカンドゥォク県ミィレー

（My　Le）村チョーダオ（Cho　Dao）で，Nghiep氏

（ロンアン省農業部技術室長）の生家を訪問する．カ

ンドゥォク県はいわゆる香り米（品種例Nang

Thom）の産地として有名であり，同じ香り米の品種

を他所で栽培しても，ここでのような香りは出ないと

聞く．

カンドゥォク県

　午前中，カンドゥォク（Can　Duoc）県の県人民委

員会役所を訪問する．役所で出迎えてくれたのは，県

人民委員会議長のバイ（7）・タム（Bay　Tam）氏，

県党委員会書記のボン（4）・リク（Bon　Lich）氏と，

県農業室（District　Agricultural　Office）のチン（9）・

トヴエン（Chin　Tvuyen）室長とホン（Hong）室員．

メコンデルタを稲作調査で回って気付いたことは，訪

問した省・県・村の党あるいは人民委員会の人々に，

カンボディア系と思料される名前の他に，数字を姓に

している人の多いことであった．その理由については

聞く余裕もなかったが，カンドゥォク県人民委員会役

所では，紹介された4人のうち3人までが数字を姓に

していた．同行のBe氏とDuong氏のどちらかに彼

らの名前を手帳に書いてくれるよう頼んだところ，数

字をそのまま書いてきた．ついでに，1，2，3，4，

5，6，7，8，9，10は，ヴィエトナム語では，順に

Mot，Hai，Ba，Bon，Nam，Sau，Bay，Tam，
Chin，Muoiと言う．ホン女史から，カンドゥォク県

の稲作概況と農業上の諸問題（表24）について説明を

受ける．カンドゥォク県の県人民委員会役所は海から

10kmの所にあり，表24にも記述するように，カンドゥォ

ク県では，土壌の酸性障害防止よりも海水の浸入によ

る塩類障害の克服がより切実な問題と聞く．カンドゥォ

ク県人民委員会の招待で早めの昼食をご馳走になり，

委員会の人達と記念撮影（図78）をして別れる．

カンギゥォク県

　午後はカンギゥォク（Can　Giuoc）県の県人民委

員会役所に回る．その途中で降りて，収穫期の香り米

（品種Nang　Thom）を観察．葉にゴマ葉枯病の病斑

が見えた．カンギゥォク県人民委員会役所では，県人

民委員会議長のチン・マァト（Chin　Mat）氏と県農

業室の室員であるマイ（Mai）氏の応対を受け，マイ

氏から，カンギゥォク県の稲作概況と農業上の諸問題

（表25）の説明を受ける．カンドゥォク県，カンギゥォ

ク県とも海岸に近いので，乾季に海水の浸入を受ける．

これを防いで乾季に灌概水が得られる所では二期作が

でき，海水の浸入を受ける所では，雨季に水稲をつく

り，乾季には水田で海老を養殖する．カンギゥォク県

人民委員会役所で聞いたインドからの品種マスーリは，

その後2002年4月のミャンマーで，偶然にもその名前

を耳にすることになる（江頭，2003）．県人民委員会

役所の前で委員会の人達と記念撮影（図79）をして終

わる．

稲作調査を終えて

　カンギゥォク県人民委員会役所での話を最後に，メ

コンデルタでの稲作調査の全ての日程を終え，ホーチ

ミン市へ向かう．東南アジアのフィールド調査に初め

て参加させてもらって，現地で仕事をするには，酒が

飲めること，何でも食べられることが必須であること

を感じる．現地での調査を有効かつ能率良く行うため

には，先ず現地の人と友好を深めることが求められる．

そのためには現地の人と同じように酒が飲め，現地の

人と同じものを食べることが必要である．馬鹿騒ぎで
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表24　Can　Duoc県（Long　An省）の稲作概況と農業上の諸間題．

稲作体系の作付面積，収量（1985年）と品種：

　Double－cropping：5，900ha

　　lst　season：高収量性稲，直播，3．8ton／ha

　　2nd　season：1回移植在来稲，移植，3．6ton／ha
　Single－cropping：8，100ha，1回移植在来稲，3．6ton／ha

　　品種はTrang　Lun，Trang　Hoabinh，Ba　Le
稲作体系と最大冠水深：

　Double－croppingfield：0．3～0．5m

　Single－cropping　field：0．8～1．Om，1985年3月1．5mを記録

香り米：

　香り米（NangThom）の収量：3ton／ha
　売り渡し価格：香り米，4dong／kg
　　　　　　　　他の品種，2．6－2．8dong／kg

　品種：Nang　Thom，Tau　Huong，Nang　Loan（この品種は特にクーロン（Cuu　Long）省で栽
　　　　培，耐酸性（酸性硫酸塩土壌）が強い）

土壌障害：

　鉄明磐石が30cm以浅に現れれば，酸性硫酸塩土壌の害．しかし，海水の浸入による塩類障害が
　より深刻due　to海に近い所の立地．

農業上の諸問題：

①灌概システムの必要性．

②化学肥料施用がしばしば困難．

③気候により年毎の収量が異なる．雨季の始まる時期が異なる，

④農薬が手に入らないことによる病虫害防除の困難。

表25CanGiuoc県（LongAn省）の稲作概況と農業上の諸問題．

耕地面積：13，500ha

稲作体系の作付面積，収量と立地条件：

　Double－cropping：3，800ha（革命前は900ha）；乾季に，海水の浸入を避けて灌概水が利用でき
　　　る所．

　　1st　season：高収量性稲，乾田直播，3．5～4．1ton／ha

　　（収量が最も安定，ある地域ではIR42で5ton／haまでの収量をあげている；1975年，2．1
　　　ton／ha）

　　2nd　season：1回移植在来稲，移植，3．5～3．8ton／ha

　Single－cropping：9，500ha，1回移植在来稲，3．0～3．3ton／ha；乾季に，海水の浸入を受けて水

　　　稲がつくれない；雨季のみ栽培，

稲作体系と雨季の最大冠水深：

　Double－cropping　field：40～50cm

　Single－cropping　field：60cmあるいはそれ以上

香り米栽培水田面積：

　Nang　Thom：2，000ha
　Tau　H：uong：　300ha

病虫害：メイ虫（stem　borer）による被害；白葉枯病，イモチ病，ゴマ葉枯病，サーコスポーラリー

　フスポット，紋枯病；ネマトーダによる被害は見られない．

塩類障害：この地域の最も深刻な問題は海水の浸入による塩害である．8，500～9，000haがその影響

　を受ける（tidal　area）．この面積はsingle－cropping水田面積にほぼ匹敵する．

酸性硫酸塩土壌：酸性硫酸塩土壌の分布は小面積で，ほとんどは潜在的（potential）酸性硫酸塩土
　壌．

灌概計画：灌概計画を実施して，

　IR42の二期作水田面積を6，000ha，稲（IR42）＋海老栽培面積を1，000ha，ココヤシ栽培面積を500

　～700haにする計画にある．

マスーリ（MahsuriあるいはMashri）：インドからの品種で，ジャポニカとインディカのハイブリッ

　ド，良質で小粒，酸性硫酸塩土壌耐性，5ton／ha，全長（穂の先まで）1．3m．
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きることもその要素の一つだと思う．今回の調査旅行

で多くの日本製品に接してきた．我々が旅行中ずっと

乗ったジープはToyotaであるし，Isuzu，Mitsubishi

の自動車，Hondaの二輪車も見てきた．電気製品は

Sanyoであるし，原動機付きボートのエンジンは

Yammerであった．

再び子供達に思う

　メコンデルタの村の小学校あるいは中学校は，木の

骨組みにニッパヤシの壁，ニッパヤシの屋根をかぶせ

た，まるで小屋のような小さな建物であった．前に黒

板と，土間に机が置いてあるだけのものであった．跣

で，藁半紙の教科書を1，2冊小脇に抱えて帰宅する

子供らによく出会った．さすがに都市の小，中学校は

煉瓦造りであったが，それでも大抵は1棟で1階建て

であった．Xuan夫人の話によれば，午前中に授業を

受けるグループと午後授業を受けるグループに別れて

いるという．学校の建物の絶対数が足りないのであろ

う．そして，果たして何割の子供が小学校に通ってい

るのであろうか．学齢期に達していると思われながら

物売りをしている子供をあちこちで見てきた．後進国

に生まれたが故に，満足な教育を受けられず，自分の

能力を活かすことなく終わるのは，何とも不欄である．

夕食は，ショロン地区の，300人以上も一緒に入れる

かという大食堂で．牛肉を七通りの料理法で調理し，

食べさせてくれた．ホテルは，行きにも泊まったクー

ロンホテル外人の泊り客のほとんどはソ連人と思わ

れる．

1月15日（水）

ホーチミン市の休日

　今日は調査旅行の疲れを癒し，帰国前ホーチミン市

を案内してもらう．Xuan夫人とBe氏に同行しても

らい，土産物買い方々，ホテルの近くをのぞいてみる．

個人経営と思われる小さな，鰻の寝床みたいな店から，

大きくて品物も揃っている国営の土産物店まで，様々

である．貝殻細工をあしらった飾り物（螺釦製品）が

多いようである．国営の土産物店で購入した1個1

USドルのアオザイ人形が気に入り，午後のスケジュー

ルを終えて夕食までの間，国営土産物店との間を数度

往復して，日本への土産にと十数個買占め，スーツケー

スの1／4近くを一杯にした．国営土産物店の女性店

員（図80），メコンデルタで出会った女性とは大分雰

囲気が違って見えた．

　案内される途中，幼児を抱いた女の子，老婦の物乞

い，ひったくり犯が連行されるのを見る．ハノイでも，

行きのホーチミン市でも，カントーでも見なかったも

のである．更に，野帳には記録していないが，この日

のホーチミン市か，あるいは12月28日カントーへ行く

途中のフェリー乗り場だったかもしれないが，10歳を

少し超えた程度の男の子で，米国兵とのハーフのよう

に見えたが，体を起こすことができず，他の子が走り

回る中，手をついて四足状態で後を追っていたのを記

憶している．ヴィエトナム戦争の後遺症を見る．

　続いて，ベンタイン（Ben　Thanh）市場に案内さ

れる．ホーチミン市の中央市場とでも言うべき所であ

る．食料品から日用雑貨まで何でも揃っている．食事

場は人がごった返し，通路では花器の売買をしていた．

鶏，家鴨を生きたまま売っており，野菜，果物は豊富

であった．ランブータンが見事な円錐形に積み上げら

れていた（図81）．金さえあれば何でも買えるように

思えた．しかし，そうでもなさそうである．市場の一

角で列をつくっている人々を指して，Xuan夫人が，

あれは肉を買うためのチケットを求めている人達だと

話してくれた．ホーチミン市は今すごいインフレで，

1週間で物の値段がどんどん上がっていくそうである．

ドイモイ前の産みの苦しみにあったのではなかったろ

うか．Xuan夫人が今までに経験したことのないほど

のインフレで，井之上先生も，前回，統一前に来た時

よりも明らかに物が少なくなっていると話していた．

厳しい生産環境の北の食料を賄うため，豊かな南の人

が犠牲を強いられる．南だけなら充分食料を自給でき

るそうである．南の人で北の悪口を言う人は多い．貿

易の大半をソヴィエト連邦に頼っている現状では，経

済再建も思うようにまかせず，戦争終結による激しい

人口増加（非公式には現在のヴィエトナム人口は

6，000万人とも言われる）が，それに追い討ちをかけ

ているようである．

　次に案内してもらったのはキィホア湖（Ho　Ky

Hoa；旗和湖）．湖を中心に，遊技場，動物園（といっ

ても猿と熊と鳩が飼われているだけだが），食堂など

がある市民の憩いの場所である．赤いポインセチアの

花が今でも印象に残る．湖ではボートを漕いでいた．

しかし，平日ということもあり，来ている人は少なかっ

た．ここで昼食．鳩と鶏の丸焼きを細かく刻んだもの．

必ず頭が添えられてくる．午後はホテルで休息し，夕

食は，下町で，ヴィエトナム化された中華料理．ここ

でまた見たくないものを見てしまった．繁盛している

店らしく客が多く，テーブルの幾つかは外に並べてあっ

た．14，5歳の少年が我々のテーブルの近くに立って

いる．そして，客が食事を済ませて席を立ち店員が片
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付けに来るそのわずかな隙を狙って，食べ残しの骨な

どを袋にかき集める．時には，まだ客がいるテーブル

に近寄って，皿に食べ残されているご飯や麺を集める．

それを近くに座って食べる．大人の浮浪者も何人かい

たが，何ともいやな光景であった．お蔭で料理がすっ

かりまずくなってしまったが，戦争終結から10年，総

体的には北も南もまだ貧しさの中にあったと思う．

1月16日（木）

ヴィエトナムを離れる日

　ヴィエトナムを離れる日である．午前10時にクーロ

ンホテルを発ち，早めの昼食を，ホーチミン市に着い

た日に夕食をとったヴィエトナム料理店で取り（図82，

83），タンソンニャット国際空港に向かう．飛行機の

出発時刻は午後3時であるが，12時までに検査官

（lnspector）の持ち物検査を受ける必要がある．検査

官による検査は思っていたほど厳しくはなかった．し

かし，出国するヴィエトナム人に対しては，品物一つ

一つまでチックしていたようである．我々の場合は現

金だけを調べられ，持ち物はほとんどフリーパスであっ

た．現金については所持金を申告し，米ドルは，入国

時に申告した金額との差額が領収書の合計金額に一致

することが求められる（日本円は，その当時はまだ使

えなかったので入る時と出る時で同額である）．だか

ら，ヴィエトナムで買物をする場合には，必ず領収書

を控えておく必要がある．

　Xuan夫人，Be氏，Duong氏，それに調査旅行中

ずっとジープを運転してくれた運転手と，近い将来の

再会を約束して固い握手をして別れ，待合室に入る．

待つこと3時間，Air　France175便は15時にタンソン

ニャット空港を離陸する．飛行機は南下する．雄大な

メコン川とハウ川の流れを眼下に見る．カントーはあ

のあたりだろうか．飛行機はシャム湾に出て，16時半

バンコク，ドンムアン空港に着陸．待つこと暫しで18

時発のCathay　Pacificでバンコクを離れ，21時半に

香港に着く　（香港とバンコクには1時間の時差がある）．

香港で泊まったホテルはマルコポーロ（Marco　Polo）

で，516号室．1泊2万円以上はするだろうと思われ

る豪華な部屋だった．バス，トイレまで入れて4部屋

あり，ダブルベッドが2つ，直接国際電話がかけられ

る（direct　intemational　call）電話機が3台もある．

応接セット，机は言うに及ばず，観葉植物，セルフバー

の用意まである．飛行機から見た香港の夜景とともに，

同じアジアでありながら，ヴィエトナムとの格段な落

差を思う．

1月17日（金）

福岡ヘ

　マルコポーロホテルでの朝食はバイキングスタイル．

午前中，香港島に渡り，買物をする．井之上先生，松

山先生が気前良く買うものだから，ついついつられて，

ネックレス，ハンドバックと多額の買い物をしてしま

う．飛行場の免税店でまた酒と菓子と時計の買物．と

うとう有り金の米ドルをはたいてしまう．CX510便で

午後3時半香港啓徳（Kai　Tak）国際空港を離陸．

途中台北空港で30分程の時間待ちをして，午後8時半

前（福岡と香港の間には1時間の時差がある）無事福

岡空港に着陸する．9時過ぎに帰宅，夢のように過ぎ

た3週間半，越南紀行も終わりとなる．

総括

　統一後10年，日本からは初めての科学調査団であり，

ヴィエトナムの現状を見てこようということに主眼を

置いていた．点から点への旅行であったが，ハノイの

街の汚さ，都市機能の不備，カントー大学の研究設備

及び情報の少なさ，スタッフが若過ぎることによる経

験不足，党あるいは人民委員会主導による農業経営と，

肥料・農薬の不足による稲作の収量増の頭打ち，農村

の貧しさをこの目で見またメコンデルタの稲作及び

病虫害発生の現状，メコンデルタ土壌についても概要

を得た．社会主義体制下での調査の非能率さについて

も認識した．．ヴィエトナムは確かに貧しかった．しか

し，女性は本当に美しかったし，万事控え目であった．

髪の長い，ほっそりとした女性がアオザイを着た姿が

印象に残る．食べ物はおいしかったし，口に合った．

粗食を予想していたけれど，むしろ美食であった．ぼ

ろぽろ飯を除いて，肉，魚，海老何でもおいしかった．

ニュォクマムがそれらの味を引き立てた．果物は豊富

で新鮮だった．人々は皆親切で，親しみをもって接し

てくれた．別れる時の固い握手は忘れることができな

い．近い将来また来てほしいと言ってくれた．その意

味ではすばらしい調査旅行であった．

追録一カントー再訪

11年振りのホーチミン市

　1996年9月20日（金），「ハノイ農業大学強化計画」

の事前調査を成功裡に済ませ，ハノイからホーチミン

市へ向かう．事前調査に参加した7人のうち農学部長，

通訳を含む3人がこの日までに帰国し，同行はJICA

の2人と杉浦巳代治教授（九州大学熱帯農学研究セン

ター）．14時30分，ヴィエトナム航空VN223便でノイ

バイ空港を離陸．空港にはハノイ農業大学の副学長以



358 江頭和彦

乞

　

　図76タンドン村，集まって来た子供達．

図78　カンドゥォク県人民委員会役所，委員会の人達と．

鱗1

図80　ホーチミン市，国営土産物店の女性店員．

図82ホーチミン市，ヴィエトナム料理店で（1）．

騒離瀬
　　　　　灘、、鐘難嚢
　　　　　購ン羅饗認　　　　“羅

図77　ホアフー村，1回移植在来稲の刈り取り．

図79　カンギゥォク県人民委員会役所，委員会の人達と．

図81ホーチミン市，ベンタイン市場．

図83ホーチミン市，ヴィエトナム料理店で（2）．
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下3人が見送りに来てくれる．rハノイ農業大学強化

計画」にかける彼らの意気込みを感じる．離陸してす

ぐに紅河を眼下に見る．その後はずっと雲の上，雲の

中を飛んで16時過ぎ，サイゴン川，ホーチミン市の市

街地を見ながらタンソンニャット空港に着陸する．空

港からホテルまで車で30分足らず．ちょうど退社する

人々の波と重なる．バイク，自転車が道を溢れて走り，

歩く人はほとんどいない．ハノイに比べてバイクの率

が高いように思う．

　11年振りのホーチミン市は大きく変わっていた．ホ

テルが林立し，タイのバンコクとはいかないまでも大

都市である．ハノイも確かに明るくはなっていたが，

ホーチミン市の比ではない。ホーチミン市の方がはる

かにあか抜けしている．熱帯であることを除けば日本

の都市とさして変わりはない．宿泊はレックス

（Rex）ホテル。夕食は4人で街に出てヴィエトナム

料理．入ったレストランではヴィエトナム音楽と踊り

をやっていた．ハノイは援助関係，会社関係の人が多

かったが，ホーチミン市は観光客が目立つように感じ

る．

カントー大学創立30周年記念式典

　9月21日（土）朝7時半レックスホテルを出発．朝

の出勤のバイク，自転車の波に飲まれる．ホーチミン

市の郊外に出ると，メコンが広がる．道路沿いのニッ

パヤシ造りの農家にはハンモックが懸かり，水田では

秋冬稲の田植え．小さなドライプインとフランスパン

売りが並ぶ．9時半前にミィトーに到着．外国人相手

のドライブインで，運河の泥水の流れを見ながら朝食

兼昼食．11年前にもここで休んだ記憶がある．10時過

ぎにミィトーを発つ．白いアオザイを着た女子高校生

が自転車で下校するのを楽しみながら，メコン川とハ

ウ川をフェリーで渡り，13時半カントー市に到着する．

メコン川とハウ川のフェリー乗り場にはバザールが立

ち，フェリーを待つ間，物売りの若い女性が車に寄っ

て来る。ハウ川フェリーにもまた物売りの子．11年振

りのカントーは大きく変わっていた．カントー大学の

創立30周年記念式典が催されており，祝賀会の最後に

間に合ってご馳走になる．Xuan夫人と，11年振りの

無事での再会を喜ぶ．

ソンハウ国営農場晩餐会

　カントー大学創立30周年記念式典の一環として行わ

れたソンハウ国営農場見学会に加わる．11年前の訪問

では途中（国営農場の端）からボートで進んだが，道

路が整備されていて，事務所まで陸路車で行く．運河

沿いのバナナがユーカリに変わり，11年振りの

Hoang老師，その分年はとっていたが健在であった．

Hoang老師から，Xuan教授の通訳で国営農場の歴

史と概要の説明を聞き，見学会の参加者1人ずつが国

営農場農民の運転するバイクの後ろに乗り，所々で止

まりながら農場内を見学して回る．ソンハウ国営農場，

9月のこの時期水が深く，養魚場は見るが，水稲の栽

培は無し．運河をユーカリの苗木を積んだ船が進み，

農家の周りにもユーカリの苗床．Xuan教授が，ユー

カリは橋と家具の材料に使い，葉の抽出物は薬用にな

る，1ha当たりの収益は，米が700USドルに留まる

のに対し，ユーカリでは21，000USドルになり，その

ため．MεZα」θμCα’θμCαdεηdroπからユーカリヘの交代

が進む，と説明してくれる．ユーカリは土地を荒らす

と聞くが，それでもやはり収益第一，ドイモイ後10年，

市場経済の浸透を見る．

　農場内見学の後，事務所で歓迎晩餐会．晩餐会では

ラオス大使と同じテーブルになり，ラオスヘの思いを

語る．カントーへ戻って後，調査団でVo　Tong

Xuan教授の自宅を訪問し，1時間程rハノイ農業大

学強化計画」，VACシステムなどについて懇談する．

カントーでの泊まりはニンキィエウ（Ninh　Kieu）

ホテル．ハウ川とカントー川の合流点，カントー川の

河畔に建つ．

カントー川クルージング

　9月22日（日）休日の午前中，東京農工大学の梶井

学長と平田教授，同大学教授の大江JICA個別派遣専

門家，それに調査団4人の合わせて7人，Cantho

Touristの船で4時間のクルージングを楽しむ．カン

トー川からカントーの街を眺め，水上生活者の船を見

て，川沿いの住家と洗濯する女性を見やりながら，最

初の目的地カイラン水上マーケット（Cai　Rang

floatingmarket）へと進む．水上マーケット，近郷

農村から野菜，果物を積んだ小舟が集まり，活況を呈

する．船の多さに驚く．その中をぶつかりながら，船

を，人を，物を見て回る．カイサウ（Cai　Sau）運河

に入り，食器を洗う女性，髪を洗う女性，マーケット

ヘ急ぐ女性を見て，ニッパヤシで葺いた農家，運河を

行き交う手漕ぎの小舟，エンジン付きのボートを見な

がら，ファン（Phuan）果樹園へ向かい，見学する．

何種類かの果樹が雑多に植えられている．少女がラン

ブータンを取っている．精米に来た母娘，脱穀

（husking）料として70VNドン／kgを払い，掲精

（mi11ing）後それを1，500VNドン／kgで売ると話す．

見学後数種類の果物が出されたが，バナナだけを食す

る．再び運河を進み，ファン小学校，竹橋と少年，肥
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料を売る店を見ながら，カントー川に出て，発着地の

ニンキィエウホテルに着く．水上マーケット，農家と

ココヤシとニッパヤシ，運河と小舟と竹橋，また観光

果樹園，メコンを満喫した4時間であった．川に生き，

水に依存した人々の生活は変わらないながらも，11年

前の極度の貧しさはもう見えなかった．

カントー大学第ニキャンパス

　カントー川クルージングから戻り，ニンキィエウホ

テルの前に置かれた濫に，ウズラを飲み込むパイソン

を見て，昼食を取った後，午後はカントー大学第ニキャ

ンパスに，日本の無償資金協力によってこの年の3月

に建設された農学部の建物を見に行く．日曜日という

ことで建物内には入れず，外からの視察だけになった

が，40数億円をかけただけのことはあり素晴らしい外

容である．日本の地方大学の農学部などとても足許に

も及ばないほどの豪華さで，はっきり言ってやり過ぎ，

造り過ぎだと思う．第ニキャンパスには，オランダの

援助による理学部（と思われる）の建物も新築されて

いた．帰りに，観光案内で日本人観光客にすっかり有

名になったカントー市場に立ち寄る．午後の中途半端

な時刻であったが，果物，野菜が所狭しと並べられ，

売られていて，そこそこに賑わっていた．夜は街に出

てヴィエトナム料理．六声のヴィエトナム語，試みて

はみたものの，店の女性には全く通じなかった．カン

トー大学第一キャンパスとゲストハウス，何とか訪ね

てみたいと機会をうかがったが，そのチャンスは生ま

れなかった．

カントー大学農学部訪問

　9月23日（月），ニンキィエウホテルでは，朝暗い

うちから夜遅くまで，カントー川を行き来する船のエ

ンジンの音がひっきりなしに聞こえる．メコンの川の

賑わいである．午前中カントー大学農学部を訪問し，

大江JICA専門家同席の下，チャン・トゥォン・トゥ

アン（Tran　Thuong　Tuan）学部長と，訪問の目的，

VACシステム，農学部の組織等について懇談する．

その後，大江専門家の案内で，食品工学科，植物生理

学・生化学科，植物保護学科，土壌学科の幾つかの実

験室を見学する．組織培養室ではオーキッド，パイナッ

プル，生姜の組織培養が行われ，土壌分析室では土壌，

植物，肥料の16元素の分析が可能と聞く．

　建物の外容に比べれば内部の設備・実験機器は貧弱

であるが，それでも一応は整っており，人は動いてい

る．しかし，人材不足は否めず，Pham　Van　Kim教

授を含む数人のファカルティメンバーとの話では，経

験のある外国人教官の派遣を最も強く希望するとのこ

とであった．北では物がなく，情報がない．一方，南

では40歳から50歳ぐらいにかけての教官の数が決定的

に足らない，戦争終結から21年，それでもまだ人材養

成に及ぽす負の影響を払拭しきれないでいる．昼食と

休息のためニンキィエウホテルに戻る途中，カントー

郵便局で絵葉書を出す．

VACファーミングシステム

　午後は，Tuan農学部長らの案内により，VAC実

践農家を見学に行く．VACシステムは果樹一養魚一

畜産複合システム（ヴィエトナム語で庭または果樹園

を表すVuon，池を表すAo，家畜小屋を表す
Chuongの頭文字からきた略語）で，カントー大学メ

コンデルタファーミングシステム研究開発研究所で提

唱された営農体系であり，メコンデルタで広がってい

る（江頭，2000）．農家見学の前，メコンデルタファー

ミングシステム研究開発研究所（Mekong　Delta

Farming　System　Research　an（1　Development

Institute）を訪問し，概要を聞く．メコンデルタファー

ミングシステム研究開発研究所はメコンデルタ稲研究

開発センターが発展的に改組された組織で，稲作とファー

ミングシステムの訓練と研究を活動の主な柱とする．

　VACシステムは多様な土地利用と農民の収入増を

目的とした営農体系であるが，その普及は富農・中農

に限られ，貧農は資金・土地・技術の面から対応でき

ないと言われる．2個所の農家を見学し，カントー省

オーモン県トイタン（Toi　Thang）村ではVACRシ

ステム（VACシステムに稲作（R）を組み合わせた

システム）を，チョウタン（Chau　Thang）（あるい

はチョウタイン（Chau　Thanh）の間違いかもしれ

ない）県ではVACBシステム（VACシステムにバ
イオガス生産（B）を組み合わせたシステム）を見る．

VACRシステムを実践する農民はレ（Le）さん．運

河にかかる竹橋を越えて渡り，彼の説明を聞いて圃場

を見学する．取り立てのココナツミルクをご馳走にな

る．Leさん，0．5haの土地にマンゴーを植え（水田

の周りに植え2年で収穫），養魚池を造り，豚を飼う．

水田面積は0．5ha，水稲の収穫残渣は家禽や魚の餌と

して残される．VACBシステム実践農民，バイオガ

スの火力が弱く，お湯も沸かせないと言い，外部から

の見学者へのデモンストレーションの時のみ火をつけ

てみせると苦笑い．

夕食会と空白の一日

　夜は，カントー大学農学部で活動する大江専門家と

吉原専門家（「メコンデルタ単身赴任記」の著者の一

人）をニンキィエウホテルに招いて盛大に夕食会を催
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す．最後に出た蛇料理（grilled　snake）．意を決して

小片をナイフで切り取り，口に入れたもののどうして

も喉を通らず，カントー川に吐き出してしまった．9

月24日（火）午前7時にニンキィエウホテルを出発，

ハウ川をフェリーで渡り，カントーの街に別れを告げ

る．メコンの大地を走り，移り変わる風景を楽しみな

がら，メコン川をフェリーで越え，ミィトーを過ぎ，・

12時にホーチミン市に着く．フーティウ（Hu　tieu）

の昼食の後，24日午後はホーチミン市の統一会堂（旧

大統領官邸）と戦争展示館を見る．夕食は，フエ

（Hue）の王宮料理に関連したものを食する．明けて

25日，CX／VN764便のタンソンニャット空港発が遅

れて，香港空港で14時20分発のCX510便に乗り継げ

ず，丸一日の香港滞在を余儀なくされる．リーガルエ

アーポート（Regal　Airport）ホテルにこもる空白の

一日となり，26日のCX510便で帰国する。

メコンよ

　“メコン”，一種哀愁を帯びた響きをもつこの言葉

には，この上ないロマンを感じる．メコンは豊かさに

溢れている．カントーには，水上マーケットの他，ニ

ンキィエウホテルの近くにヴィエトナム随一と言われ

るカントー市場があり，街のあちこちに大小のバザー

ルがある．人々は控え目ながら明るさを絶やさない．

メコンは母なる大地，水上マーケットに行く小舟を漕

ぐ人も，カントー市場で働く人も大半が女性である．

11年振りのカントーは，市場経済化，観光化の波にさ

らされながらも，まだメコンの豊かさ・微笑を残して

いた．
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Summary 

Preliminary survey on the rice cultivation in the Mekong delta was carried out in the dry 

season of 1985/86, supported by the Grant-in-Aid for Overseas Scientific Survey of the 

Ministry of Education, Science and Culture of Japan and helped by staff members of the 

University of Can Tho, Socialist Republic of Vietnam. The preliminary survey aimed to 

elucidate the actual state of rice production in the Mekong delta. The survey team was 

organized from the specialists in crop science, plant pathology and soil science, to find out 

how increase the production of rice with high quality without destroying the present ecosystem 

in the Mekong delta. 

From the viewpoint of soil science, acidity and phosphorus deficiency are serious problems 

in the increase of rice production in the Mekong delta. Most of soils are derived from alluvial 

sediments. Among them, sediments of marine- and brackish-origin often contain large 

amounts of pyrite. Drainage and oxidation of sediments containing pyrite are characterized 

by the development of strong acidity and lack of available phosphorus. 

Even if not so acid, most of soils in the Mekong delta are deficient in available phosphorus. 

This is a problem common to the agricultural land of the tropical Southeast Asia and is due 

to the low level of total phosphorus. Application of phosphorus fertilizer is needed to increase 

rice production. Nitrogen fertilizer is also needed, but rice does not show any response to 

potassium fertilizer. 

Only soils of the narrow range along the big rivers of the Mekong system have good soil 

fertility. In this area, soils are derived from the sediments of river-origin and are rich in 

plant nutrients. The high soil fertility, along with good irrigation facility, supports the 

highest rice production of this area in the Mekong delta. 

Another problem from the land use is lack of irrigation water in the dry season. Construction 

of irrigation systems makes possible double-crooping of rice, but the irrigated land is 

limited to about one-fourth of the total agricultural land in the Mekong delta and to the land 

near the big rivers. 

The area near the coast is suffered from salinity problem. Seawater intrudes into canals in 

the dry season. The rice cultivation in the dry season is difficult due to lack of fresh water 

for irrigation. However, the new cropping system, rice cultivation in the wet season and 

shrimp cultivation in the dry season, is prevailing in the area along the coast. 


