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寧夏の水利

尚徳 福

田辺 信 治訳

はじめに

寧夏は我が国の西北部に位置し， 内蒙古，侠西，甘粛の三省に相接してL、る。 面積

は狭く，人口も少なし、。しかし，寧夏平原は黄河の水を濯殺し，すでに二千年以上の

歴史を持っており，わが中華民族の古い濃瓶地区の一つである。

新中国建国以後，特に1958年，回族自治区が成立して以来．国家の援助のもとで，

自治区人民政府は水利の発展，濯源地区の建設を重要な位置に置き，人力，物力，財

力を集中して，水利建設を大きく行なってきた。

南部の黄土丘陵地区に於ては， 樹木を植え，草の種を矯き， 風を防ぎ砂を固めるこ

とに大いに力をそそぎ，農業の生産条件を改め，自治区の食糧の増産と，農業，林

業，牧畜，農民の副業，漁業の 5つの総合的発展に対して重要な影響を与えてきた。

この36年間に，寧夏の水利建設事業は偉大な成果をおさめ，現在すでに獲源地区は，

500万畝以上に達している （33～34万ヘクターノレに相当する）。黄河の水をヲlL、ての1差

額と排水による高い安定 した生産は，全国の食糧品基地のーっとなっている。 現在で

は“塞上の江南”として，人ii長寿，作物は豊作となり，五業は繁栄し，豊かさ美し

さが加わった。

生産の発展につれて，白治区の食糧はすでに自給して余 りがあり ，絶えず国家へ各

種の農産品や工業原料を提供し，自治区の国家への貢献度：Iますます高ま って来てい

る。すなわち発展中の地区であり，広大な前途を持ってレるが．過去に於て外国へ紹

介された情況は少ない。こ こに佐藤俊郎先生のお世話によ って貴書のー頁を利用させ

て頂き，~夏の水利を紹介できることは， 大変光栄であ り ．安心から感謝申し上げる

次第である。

自然，地理，水資源の概況

寧夏回族自治区は黄河の上流に位置し，その総面積は66,400km2，人口は410万人

で，そのう ち回教族が約 3分の 1を占めている。総面積のうち，平野部が31.5%，山
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地が23.5%，丘陵36.0%，沙漠9.0%である。地形は大体に於て黄土の高原，オノレド

スの台地，沖積層の平原および六盤山，賀蘭山等の山地に分かれ，地勢は南が高く，

北が低L、。全自治区は三つの自然帯に分けられる。南部の温暖な草原地帯，中部の比

較的暖かL、半砂漠地帯，北部の少し暖かし、砂漠地帯である。南から北に向って流水に

よって風化して来た移行の特徴を表現している。

寧夏は内陸奥深い。冬は西北からの寒気流が南下して強 く吹きつける。夏は東南の

湿った気流の末端にあって典型的な大陸性の気候を形成している。その基本的特性は

以下のとおりである。日照りで雨が少ない。風が強く砂が多く飛ぶ。日照りが強いの
•I.. 

で蒸発が強烈である。全地域の76%の面積は，日照りのため皐ばつ地域となってい

る。南部の山間地滅は年間400ミリメ トノレ以上の降雨量があり，多くは 7,8, 9の3

ヵ月間に集中している。黄河獲瓶地区の降雨量はわずか200ミリメートノレで，年間の

蒸発量は1,600～2,000ミリメートノレ，年間の 日照時間は2,100～3,300時間である。昼

夜の温度差は大きく， 12～16度。有機物の蓄積，食料用作物，搾油作物，甜菜，果物

類，野菜等の成長に有利である。この有利さのため，生産量が多く ，かつ品質も良

い。春は大風がよく吹く。霜のない期間は短く，山の地方では120日，川の地方で150

日である。

黄河は青海省から甘粛省を経て，黒山峡を過ぎて，寧夏の中衛県の南長illで入境す

る。中部の平原を突き披け，銀川平野で湾曲し，石嶋山に当たる台地付近で出境す

る。年間の水量は310億 m3て＼砂の量は3.1立方 kg，鍍化度は 0.4g/Iで，水質は良

好である。全地区の表流水総量は8.9億 m3で，黄河の水流が過ぎる中では全国で最も

少ない地区である。 ヘクターノレごとの耕地の水量は僅か 1,000m3（毎畝 66m3）で，

これは黄河流域の畝平均水量の22%0一人当たり水資源は 217m3で，黄河流主主一人

当たりの65%で，全国一人当たりの 8%，世界一人当たりの 2%である。

寧夏は内陸地域外のごく少部分を除けば，大部分の地域は黄河流域に属している。

主要な支流としては”清水河，預言監河， j笠河，組腐河，苦水河など，流域面積上

1,000 km2以上の河川が15ある。黄河およびその支流の水力発電量は寧夏省内で200万

kWを上廻っている。

幹流の上にはすでに建設された青銅峡水利の中軸工事以外に，さらに二つのダム工

事が開発を待っている。全自治区威内の水資源の分布はきわめて不均衡で，かつ水流

の年間の分配も平均せず，多く 6～9月の氾濫期に集中している。天然の水質積化度

は高く，アルカリ水の分布面積は約3万 km2に達する。山岳地帯の鍍化度も高く ，

高フ ッ素水の分布も比較的広い。このこ とは農業事業に対して一定の影響を及ぼして

いる。

寧夏の農業は栽培植物が中心であり， 主要な作物は， 小麦，水稲， トウモロ コゾ，

豆類等である。河川地域の濯瓶区の毎ヘクタ ノレ産量は 4,500kg （畝産 300kg）であ
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る。山岳地区の畑の正常な年収穫量は毎ヘクターノレ小麦 750kg （畝産 50kg）である。

~夏の工業は，石炭，化学工業，コム加工， 機械，製紙， 紡績．セメントなどであ

る。石炭，ゴム加工品，機械，紡績品などは国外へもよく売れているし，特産品のク

コ，髪菜（註 ．モズクに似て河川でとれる） も東南アジア各国で広く名を知られてし、

る。

寧夏の黄河濯殺の歴史の概略

春秋戦国の時代，寧夏のオノレドス地区 （すなわち黄河のオルドス地区）は未だ美，

戎などの少数民族の遊牧地であった。紀元前221年，秦の始皇帝は中国を統一し，旬

奴を北に追い，オノレドスを収復して，寧変の大部分の地威を北地郡とし，大規模な移

民を実行した。

始皇帝の32年（紀元前215年）， 将軍蒙悟を して兵30万人を発して，北方に胡を撃た

せ．河南の地を奪い取った。当時この地区に，すでに大軍を駐在させ，また内地から

罪人を徴発し，河東の秦の水路，河西の漢の水路を開き，荒地を開墾したと伝えられ

ている。そして寧夏平原の農業発展のための最初の基礎を定めた。

漢の武帝の即位2年 （紀元前l27年），大将軍衛青，李息らが胡を撃ち．ついに河南

の地を取り ，朔方を築いて，古レ秦の蒙悟の要塞を修復し，河によ って陣を固めた。

朔方郡と並立して，流刑者10万人を集め開墾に従事させ，寧夏省を以て輸送の基地と

した。

武帝の 2年 （紀元前109年），全国で水利を開発する風潮が大変盛んとなり，実権者

は水利を争い，朔方，西河， /OJ西，酒泉などの地方で，みな河川を引き回を開いた。

ここに言う西河とは，今の寧夏の霊武から内蒙古の五原に至る貰河の地帯を指してい

る。今日の寧夏の漢，唐僚の水路ti，みなこの時期に建造が始められたのである。

西漢末期から東漢にかけて，~夏のオノレトス水利進級は一進一歩した。東漢の永建

年間 （紀元129年），寧夏の水利纏概は，戦乱の破壊のなかで逐次回復し，工事はさ ら

に進捗し，すでに“河を招く”工事，すなわち石で河の中の水路の入口を修築し，水

伎を高くして水を水路に入れてダムを作ることが出来るよ うになった。

階唐の時代は，国家が統一され，かつ強力とな っ たことによ っ て，~夏オノレドスの

黄河の纏甑は，また新たな発展を遂げた。唐代は水利が盛んとなり，農作物が多く収

穫できるようになったため，オノレドス地区は多くの兵士が駐屯したけれども，食糧は

盛富となったので十分養うことができた。そしてかえって，従来のように余った穀物

を他の地方へ輸送すると L、うわずらわしさが必要な くなった。さらに桑畑や果樹園の

美しさ，水や木が大変多いことなどによ って，ついに「賀蘭山の下に果樹闘ができ，

辺境の江南にな った」 とレう古L、有名な詩によって当時の情景が賞賛されるまでに至

っTょ。
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宋の初め，紀元1038～1227年，オノレ ドス一帯は西夏王朝の都の所在地となった。西

夏の王，李元実は此の地の優れた水利の条件に頼って，ここに害lj拠し君臨し，宋と争

った。元美の時代には，単に古い水路を維持し獄図したばかりでなく，さらに発展を

遂げた。そして，この地を五穀豊かで，稲や麦がよくでき，干ばつと出水の恐れのな

し、豊かな地域としたのである。

夏の終わり，元の初め頃，兵乱が激しく，寧夏のオノレドスの水路は多く被害を受け

破壊された。元の世祖の至元元年 （紀元1264年）河渠提挙の郭守敬が寧夏へ来て，壊

されて浅くなっていた漢延，康保，秦家などの水路を大いに修復した。郭守敬は，古

きにより新しきを図り，さらに木の水門を設置し，水路の水量を格Jj御した。

明代には，古い水路を回復したほか， さらに新しい水路を開いた。嘉靖時代 （紀元

1522～1566年）すでに大小の水路が18あり，全長 700km，瀬田は156万畝あった。隆

慶六年 （紀元1572年）倹事在文輝は，漢，唐の二つのダムを補強し，さらに秦，漢等

の水路やダムも次々と補強して，毎年無駄を省いた。工程の維持保修と理主淑管理の方

面では，明代には具体的な規則が見られる。毎年春 3月， 兵士に命じてダムを修理さ

せ，水路をさらわせる。四月の始めに水を北へ流す。 その流 し方は下から上へ上へと

し，国の命令で決めた。

清代には，寧夏の黄河の穫j慨については，建設工事は言うまでもなく，獲瀕管理上

発展と進捗があった。もとからの水路を徹底的に修理したほかに，さらに一つ新しい

水路を開いた。その中で規模の比較的大きい大清渠は康照四十七年 （紀元1708年），

開通した。恵農と昌潤の二水路は，薙正四年七月から七年五月（紀元1726～1729年），

開通した。

潅正九年（紀元1731年）春，兵部侍郎の通智が唐練ダムを修理したとき，主なダム

の堤防の末端と西門橋の柱に数を刻んで，水｛立を測量し，併せて水の透明度を調べ，

水路の底に石を十二個置き，後で淡諜するため効果を高めた。後に， i奨延，恵民，大

清などの水路も相前後してすべて底石を埋めた。喜慶重修の「一統誌」には，次のよ

うな記録がある。当時直接黄河から引水した大小の水路は23，全長は 1,000km余，

瀬田は210.3万畝 （14.02万ヘクタール）としみ空前の記録であった。

清代末と民国の時期には，帝国主義的侵略と軍閥の混戦によって， 'Jjf.夏の黄河縫j慨

は，工事の上では盛んであって も，極性化の増加によ って滋滅菌綴は減少した。建問

直前の頃には，議概面積はわずか192万敵 （12.8万ヘクターノレ），総生産量は約15万ト

ンであった。

建国後の水利建設の成果

中議人民共和国建国以来，黄河縫瓶地域の水利建設は，回復と発展の 2つの段階を

過ごした。主要な建設工事は以下の 5方面である。
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第 I，表

水路名 通過市県 建造年代
引水能力 実潅（万滋畝面）積

長さ
（秒．立方米） (km) 

美 幸lj渠 中衛 紀元前90年 40 25.5 131.7 

躍進渠 衛，寧，青 1958年 30 10.0 80.0 

七星渠 衛，寧， 紀元前92年 65 28.8 87.5 

手令羊寿渠 中衛 清康熊 12 5.1 60.3 

鈴羊角渠 中衛 清康照 2 0.8 14.3 

西午渠 青，永，銀，賀，平， 1959年 42 30 112.6 

唐 後渠 青，永， 銀，賀，平，石 紀元前102年 153 101 154.6 

漢 延渠 青，永， 銀，賀， 紀元前211年 80 50 88.6 

恵農 渠 青， 永，銀，賀，平，石 1729年 80 75 140.5 

泰 民渠 青（中iU），呉（陳表政） 清代 16 5.5 56.0 

貼 渠 青銅峡 清代 24 11.8 25.0 

秦 渠 青，呉，霊 紀元前214年 65 35.9 52.0 

漢 渠 青，呉，霊 紀元前119年 41 12. 7 41.4 

馬連渠 青，呉 20 7. 7 17.5 

東干渠 青，呉 1975年 70 17. 7 54.4 

総干渠 48.3 

~ 言十 740 417.5 1164. 7 

第 2表

名 称 取水水源
設計上の高さ 設計流量 機械容量 濯額面積

(m) (m＇／秒） （干 g／台） （万畝）

陶 楽県揚水 黄 河 11.9 1384/27 6.14 

扇担 溝揚水 東干 渠 57.5 6. 7 5320/14 12.0 

甘 城子揚水 西干 渠 25 4.0 2280/6 8.0 

南山台子揚水 鈴羊寿渠 135.5 6.65 16500/29 15.0 

同心揚水 七 星渠 253.1 5.0 14326/36 10.0 

国海揚水 賞 河 404.5 17.2 58630/81 40.0 

~ 言十 51.45 98440/193 91.14 

第一，古い水路を改め広げ，新しl，、水路を新たに掘った。揚水点を改修し，濯瓶面

積を鉱大した。古い水路の鉱張は，主に曲っていると ころを切り取る方法により，相

前後して秦，漢，唐後，漢延，恵農，七星，美利などの主要な大水路の改修と肱張を

近代的な科学技術と材料を応用して進められた。
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新しく建てられた水門，橋，溝，暗渠などの主要な建築物は，水路の安全度と水の

輸送能力を向上させた。同時に新たに東と西の幹線水路を開き， 第一，第二農場水路

および中衛北幹線水路など 7つの幹線水路を開レた。その総延長距離は425キロで，

黄河獲滅地域の水を引き，潅瓶の規模は空前の発展を遂げた。

現在，引水能力は 714m3／秒に達し，制御獲満面積は650万畝，実際穫瓶面積は450

万畝である。これは建国前の2.3倍であり，食樋品の総産量は113万トンに達してお

り，これも建国前の7 . 5倍である。第 l 表に黄河纏灘区から水をヲ I~ 、ている主要な幹

線水路の基本情況を説明する。

同時にまた，全濯瓶地域以外で自流出来なレ穫瓶の場所には，固海，同心，南山台

子，甘城子，扇担溝など，大小の揚水ポ ンプ場が416ヵ所あり， その能力は23.7万キ

ロである。第 2表に列記したのが大型ポンプ場の基本情況である。

第2，健全な排水系統を作り，湖岸に溜っている水を排除して，農地の排水状況を

改善した。黄河穫概地域の地下の水位が高く，アルカリが重いとしみ特徴があるため

に，纏瓶と排水を同時に行ない，取水路と排水溝を組み合わせたのである。

建国以来建造した自流の主要排水溝は32あり，その長さは 789km，主要な取水路

の長さの67.7%に弓ぼ相当する。さらに多くの支，斗，毛溝などが，全潅瓶区にすで

に完備した自流の排水系統として作られており，その排水能力は 600m3／秒に達して

いる。

電力排水場は171ヵ所，機械能力0.6万キロ， 排水機用モ ータ－4,500個あり ，全纏

減地区に，空の星のように一面に分布して，いわゆる七十二の連なった槻となってい

る。魚を飼 う池やアシの生えている池を保留して除いたほかは，あせe道が縦横に走る

肥えた良固として改良された。排水の効果が日ましに高上するにつれて，地下水の水

位は至る所で下降し，土獲の塩分も次第に減少し，農作物の成長のために有利な条件

となって来た。

第3，洪水や山津波を防ぎ，災害を減少させた。黄河は，寧夏地域のなかで全長

297 kmあり，Jll筋は湾曲しており，水流も激しく，沿岸には大小の水害がしばしば

発生する。そのため両岸の農村に危害を及ぼし，ときに交通災害も発生することがあ

る。

建国後，護岸工事と提防修築のため， コンクリートを使用して四面を安定させる基

礎工事を行い，ある程度の効果を上げることができた。 すなわち，堤防工事によ って

両岸の田畑の冠水を防ぐことに，かなり成功したのである。

洪水を防ぐ能力が向上したため，堤防内の保護面積は61.0万余畝 （4万ヘクターノレ）

に達した。

山岳地区では，洪水の勢は烈しいが，時間は短く ，総水量も大して多くないという

特点に焦点を合わせて，洪水防止措置を取り，洪水を分散させ，ゆっくり流すよ うに
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した。水を貯水できる窪地に導水し，貯水池にためて，山津波の力を削ぎ，~~~、水流

に変化させた。したがって，山津波の災害を免れるために極めて有効であった。

第4，黄河青銅峡の水利の主要な工事の完成によって 青銅峡水力発電所は濯殺を

以て主とし，さらに発電に結合させ，洪水や低温を防ぐなどの総合的利用ができるよ

うになった。 水位は 20m高まり ，貯水量 7億m3,1958年に工事を開始し. 1960年に

は防水用の大庭防が完成した。 1967年，水力発電を開始し， 1968年には発電所も全部

完成した。

主要な工事の終了によって，青jfoi]I挟理主渡地域の ダムを必要としない引水の歴史は終

った。水路に水を供給する害lj合が大きく高上したため，僅か37%の耕地を使用して，

総生産量は73%の食糧を占めるに至った。

水路の脅威であった黄河の大水と低温が無くなったことによ って， 水路修理のため

の年々の膨大な人力，物的資源、，および財力を節約することができた。発電された電

力は，工業，農業生産の発展を促進させ， 財政収入を僧加し，固にも民にも顕著な効

果をもたらした。

第5，大規僕な農地の基本的建設を鉱大し，高度で安定した農地の建設と結合させ

た。それは60年代の中期に開始された，水路， i湾，田，林，道路の統一的配置と総合

管理とによ ってである。

70年代以後，管理の規模はさらに鉱大し，毎年冬から春にかけて，多くの農家を組

織し田畑を修復させた。今まで荒れはてており ，高低も不均一で，支離滅裂であった

古い程u聖地帯を，まず田畑とししかも機械耕作地とすることを実行した。これは，

単に獲糠，排水，および耕作に有利であったばかりでな く，さ らに耕地面積を15%前

後鉱大させ，食糧品の生産を安定し，上昇させた。

1984年の獲概地域の総生産量は113万ト γであり ，1970年と比較して生産は倍増し

た。青銅峡の出現により燃の食糧総生産は15万トンを超え， 一戸当りも一万斤，一人

当たり千斤を超すのが標準となった。

寧夏南部の山岳地帯の水利建設も大いに発展した。南部山岳地帯は有名な黄土高原

地帯に属し，六盤山付近の僅かな湿地帯の年間降雨量が 500mmであるのを除けば，

大部分の地主主の年間降雨量はわずか 200～300mmであり，かつ降雨期の大部分は秩

である。農業生産は広い面積に福留iするのに収穫は少なく ，人や家畜の飲料水さえ困

難であった。

建国以後，広範囲に水利事業を興した。最初の数年は，井戸を煽り，湧水を求め，

伏流水をさえぎり，堤防を修理するなどの小さな水利工事を主とした。 1958年以後

は，比較的大きな水利工事を開始した。

山岳地帯は．春l主要書く，夏は日照りが続き，秋は雨が多いとしう自然の特徴を利用

して，縫瓶用の水の備蓄を主として，大小の川の流れの上に ダムを作り，一年中，流
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水と洪水とをすべてさえぎり貯えることを可能にした。清水河，萌麓河， I受河，山水

河などの川やその支流の上に，大中小のダム194を作った。 その総貯水量は8.6億 m',

有効貯水量は 5億 m＇に近く ．獲瓶可能地域は40万畝である。

70年代になると，表流水の不足している地域にも動力吸水井戸を帰り地下水をくみ

あげた。招られた井戸の数は1,600て＼獲糠地は8.0万畝余である。

水土保持（註 田畑の水分土壌の流失を防く＼水害干害などの自然災害を克服す

るための一種の自然改造の措置）の方面で主要なことは，農作物を｛乍る措置と工事を

行う措置が結びついたことである。あぜ道に土を盛り，段々畑を修理し，ダムから取

った泥で畑を作り，荒れた山や荒れた傾斜地の上に木を植え，種を播いた。小流域の

管理は，現在すでに水土管理上流失した面積の5,000km＇に 達し，はっきりとした効

果をあげている。

21世紀の寧夏の水利展望

寧夏の将来を展望すると，それは希望が充満している。寧夏は我が国の発展中の少

数民族の地区である。国家の建設事業の発展と国力の増強にともなって，寧夏回族自

治区の水利建設は，まさに21世紀におレて一つの大発展を遂げようとしている。

まず，それは黄河主流の水力発電の建設進行が進度を早めることである。寧夏につ

いて言 うならば，黒山峡とJ少波頭の二つのダム工事が開発されるとレうことである。

若し十分な発電が可能となれば，それは単に寧夏への電力供給を充足するばかりでな

く，さらに， 華北，華東，西南の各地と連絡して， 西の電気を東に送ると L、う理想を

実現するであろう。

次に，黄河の水を黄土高原へ揚水し，黄河の水資源を国土の整備と生態環境作用の

変化に十分利用することである。近く 自治区人民政府は国海揚水工事を竣工させた

上で， さらに継続して，温E策定，興仁量産などの揚水工事を実施する。将来，黒山峡水

利の中心部が完成したならば，その後，輿建理主i飯水路系を通水させ，険西，甘粛，寧

夏，内蒙古四省の広大な皐ばっ地域の土地利用問題を解決するであろう。これは，高

原地区の農林，牧畜業を安定 して発展させ，生態環境を改善に至ら しめ，経済面の外

観を変貌させるであろう。

第 3Iこ，計画的な全瀧灘区の改造と拡張によ って，逐次，用水管理の科学化と自動

化を実現する。現在，黄河穫瓶地威の水系の有効利用系数はわずか0.47前後て、あり，

国内外の先進的水準と較べて，かなりのギャップがある。このため，全縫瓶地域の全

面的な技術改造は必ず実行しなければならなL、必要がある。

各クラスの水路を，時期ごと ，グループごとに分けて改造を進行させねばならな

い。街宣算獲瓶地域ではダムからの引水を改善する必要がある。銀北の酸性土壌化の比

較的進んだ地区では，流水路を結合した濯瀕系統と，排水場を結合した排水系統とを
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建設し，地表水と地下水の系路を開発し， 管理上，科学化と自動化を実現させる。紀

元2000年に至れば銀北地域において100万畝の酸性した荒地の再開発が保証されよ う。

第 Hこ，黄河の新種瓶地域において，全面的に幹支の水路修築を普及させ，農業用

水路をパイプ化し，農地聞の水輸送を，いわゆる“小さな白い龍”がはっているよう

に行きわたるようにさせる。そして，湧き水や降った水を節約する濯瓶の新技術によ

って，限られた濯滋の水量を使用して，最大の農業生産高と効果，利益を獲得するよ

うにする。

第5に，黄土高原の水や土の流出が極めて多い地区では，小流域の総合的管理を通

じて，逐次，いわゆる“水は山を下らず，土は水路に出ない”を実現させる。同時に，

山岳地核の人々や家畜類の飲用できる標準的なま水を増やし，高フッ素化地繊の多く

の人々から，フッ素による病気の危険を守るよ うにする。

山岳地区の水土保持建設を進行する過程のなかで，自治区人民政府は，“川を以て

山を救い，山と）｜｜が共助する”方針をとり，黄河より号｜水，揚水する黄河濯瓶地区に

水利施設を｛乍ることを，よ りどころとした。 山岳地帯から多くの人々が下りて来て農

業に従事することによって，今まで山岳地帯で穀類を植えたため植物分布を破尊重して

きた現象を軽減させる。向時に，南部の山岳地威で林業や牧畜業に従事する人々 に，

食糧の要求を保証するこ とができる。ひいては，“三北”防護林と経済林の発展を保

証することもできる。

21世紀の初めには，耕地を網状にし，水利に良い条件の場所は全部緑化する。草原

の建設は黄河揚水の濯減地滅を主とし，理主概した草原を作り ，優良な牧草を植える。

同時に，サラダなど経済価値の高い植物を普及させて，この地域の草原と牧畜業を大

きく発展させる。

その時点に至ると，寧夏回族自治区には，“柳は緑，麦は色ずき，山は美し く， 稲

香 り，魚、肥え，草は青々と繁り， Jll輝き，草原は潤い，人々は喜び，野は緑，穀物青

〈，一望すれば富んで美しい辺境の江南”の風景が出現するであろ う。寧夏の将来は

国全体と同様に，四つの近代化 （註 農業－工業－国防科学技術の近代化）の偉大

な目標を一歩一歩実現してレるのである。

（中国寧夏水利学会）
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