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カシミールの水

加藤誠平

はじめに

ご承知のとおり 1947年インドが独立した時，この国（土主としてヒンズー教

徒の住む新しいインドと，主として回教徒の住むノfキスタンの 2国に分かれ

て，それぞれ独立国となった。しかもパキスタンf土インダス川流域の西ノfキ

スタンとガンジス川およびブラマプ卜ラ川下流の東ノfキスタンの 2団地にな

ったのそして，この時北方ヒマラヤ，カラコラムの高山地帯を含むカシミー

ノレ地方一帯の帰属についてはインドとパキスタン両国間に紛争が起こって，

いまだに未解決である。しかし国連の仲立ちによりカシミーノレをほぼ二分す

る停戦ラインができたので戦火はおさまり，現在は一応平穏、であるのすなわ

ち，カシミールの西北部を占めるギノレギット，パノレチスタンおよび半自治領

の桃源境フンサ、王国は事実上ノfキスタン政府の行政下にあり，東南部インド

の楽園と称ぜられるスリナカノレを中心とすおカルキ、ル， ラダク， ジャンム等

の地域は事実上インドの行政下にあるが，両者聞の通行は閉されていあの

ヒマラヤ山脈の北側に，インダス川をさし挟んで由主立するカラコラム山脈

は，パキスタン側のカシミールであるから，ここに入るのには，同パキスタ

ンから4子かなければならない弓

東京大学カラコラム遠征隊は世界第 2の高峰K2を盟主として7,000～8,000m

級の山が群がるノ、jレトロ氷河の奥に残された未登峰パルトロカンリの登頂を

主目標とし，合わせて一帯の学術調査を行なう目的で計画された。一行は

1963年 5月末，東京発空路西パキスタンのカラチ着，あらかじめ船便で送っ

た装備品を受け取り， 約 1,0007 イル北方の首都ラワノレピンジへトラックで

陸送するとともに，パキスタン政府に対する諸般の手続きをし， 6月中旬空

路標高 8,000mのナンガパノレパット（（写真 l）参照〕を越えてパルチスタンの基



地，インダス川に臨むス カノレ ドに

集結したっここで 200人を超え現

地のパノレチ人ポーターを雇ってイ

ンダスの支流シカ均一ル川に沿って

えんえん l00 km のキャラノ〈ンを

開始し， パノレ トロ氷河の奥南ガッ

シャブルム氷河の出合標高5,200m

地点にベース キャンプを設定し

に《ついで本格的な登山行動に入

り， ？L＇.~ と悪天候と闘L 、ながら逐

次回つり前進キ ャンプを進め， 遂

：ニ 8月4日パノレトロカンリ 最高降

(7,312 m）の初登頂に成功した。

私はこの隊の隊長として参加し

出向 力ン、ールり4 71 

（写兵 1) ナン ガノミノレハ ァト の一角

たが，不幸キャラパンの途上病を得てジュノ 一部落から引き返した。 一行は

副隊長渡辺兵力博士の指導よろしきを得，隊員のすべてがその本領を発揮し

えて，この成功をもたらしたのでああ。

ところで私たちの行ったノリレチ スタンは北緯 35°前後で，東京のそれとあ

まり変わらないが，人聞は海抜3,000m以上，ち ょう ど富士山の頂上に匹敵す

る高さまで部落を作って生活 していゐ。この人々は氷河から流れ出る水によ

って生さているのである。 否， そればか りではないのインタスの大河を主流

として， カシミ ーノレから流れ出す水が，西パキスタンの大平原をうるおし，

そこに 5,000士「ー来の独特の文化が築かれ， 現在 4,300万の人口が 養われてい

るつカ シミールの水の重要性はこの現地を見て， いまさらのごとく 感 じられ

たのである。私自身水の専門家でないのに，水のこ とを書くのはおこがまし

し、次第ながら，次：こし、ささか見聞を記してムること とする。

西パキスタンを養う水

西パキスタン（よイランおよびア フカニスタン；こ続く乾燥地帯で， 北緯24～

30°，東経61～75°にわたり ，イ ンドの西方，南（二ア ラビア海から北はカシミ

ールまで，南西より北東に向かつて広がっている内 この国土荷積は約 8,000
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第 1図 商ノミキスタン概要凶

0 500マイル
」ー．」-L.ームーーム＿，

万haであるが，そのおよそ2/3：ニ

砂漠 AridZoneである。冬季 12

～3月）は合着で程よいJ出乏な

気候であるが，夏季（ 5～ 7': 

はまさに灼熱の国である 万l

図）。私が主として過ごしfニ6J:j 

は海岸のカラチですら連 LI38-

C，内陸で（之42℃ を超え乙 Hy;

少なくなかっにちこれは萩三日jご

表の気象観測値一ごある；＇J・ら，立

射日光を受げる地表近くモ‘二気

温（よさらに高レゥ砂漠り中で’よ

日陰でも 49°Cに達する暑熱で

ある今非常に乾燥していゐ，ハら

暑さは数字ほどには肌身に感じないが， 日中は常に水やお茶を生理的！こ要求

するし，；令買のなレオフィスで事務をとることは不可能に近レゥ

降日、jは非常に稀で，例え（えカラチでは 7～ 8J:j 0）モンスーン季：ニjγ；＂.，、

に｜対ーがああだけで，あとは宰が出ることがあっても雨は降らな l'0 した，h ., 

て年降水量もきわめて少なく， 0～250mmとし、ぅ地帯か国土の66%を占心．

残余の地帯でもおおむね 500mm以下Cあるつ

したがって国土を霞う緑の値つーはさわめて貧弱で，森林面積は全国土＇.）4 

%に過きrず，その他。，Jf産木または草生地も半砂漠状態であゐ勺 しかしこり丙

パキスタン｛砂漠は，サノ、ラやコービの砂漠とは逢って半（工人為的な砂漠だと Iい

われてし、るゥ (US千年間にわにる過放牧や燃料の採取に上って，値生が極端＇：二

荒らされてしまって砂漠化が年々進行しつつあるというのである内 4月日ら

？月の聞に乾燥しに熱風が風速20～25m/sec で吹~まくり， 「砂あらし」とな

って砂を運び，砂丘をつくり，植生を荒らし，耕地を埋め，鉄道や道路も埋

める。ペンャワノレ大学のAH.カーン博士（注I）によれば，過去65年間り平均で

年間 0.57 イノレの速度 eで緑地が砂漠化しつつあるとし！っ 事実ノJキスタン航

空 （P I A）の旅客機でカラチからラワ／レピンジまで約1,000マイルを飛ぶ聞

に地上に見えるものは亦茶けた土（どかりであるう
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（写真 2) スカノレドにおけるインダス本流

広い河原と段丘，村浩と農地l土段丘の上に発達している。

ところがこの驚くべき不毛の国土を縦貫してインダス水系が流れ，その；jえ

によってノfンジャブ地方から．シンド地方lこし、たる大農業地帯が開拓されて

いる（（写真 2）参照）。それは現在世界で最も大きい水路濯淑系統だといわ

れていて，イント領に属する部分を含めれば，その耕地面積は500万 ho：二達

するっそしてそこで生産される米，麦，綿花，砂糖きび，雑穀を始め，各種

の果樹， 木材がこの国に緑の景観を与えつつ， 4,300万の人口を養っている

のであるつ羊，山羊，牛馬等の家畜（や！教国であるから豚は全く見られない）も

またニの水に依存してし、ることはいうまでもなしは このような水路濃液系統

；こよ 0農業地帯は非常に苦から逐次開拓されたものでああが，イギリスの統

治時代（こイギリスの技術者の指導によ って作られたものも少なくないっしか

し何といっても非常に古い農地であるだけに，そこには幾多の問題があるゥ

その第ーは新 しし、農地開拓に対する水不足， 第二lよし、わゆる不毛地化（ウォ

ーター ・ロy ギングj の問題であゐ。 インダス水系の水は山の雪解季，モンス

ーン季｛こは濁流治々として流れて くるが，農業用水の最も必要な冬から春に

かけて：ょ渇水すゐ、すなわち，在来の水路系統ではインタス水系の水資源の

80%以上がアラ ヒア海lこ無為に流れ去z,ウ

L:'J、もこれをコロラドやテネンーのようなダム方式二よ って，多目的完全

利用の方向にもって行けば，既成農地のウォーター ・ロγ ギングと土壌塩化
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；三一層ひどくなゐとL寸ゥウォ ーター・ロッギングの現象lこっし、てl土，私に

は理解し難し、点、が少なくないが，要するにし、くら濯j慨しても植物が生育しな

い状態になり ，地中塩分が増加して，農地が不毛の地と化してL、く現象であ

あのこれ｛土し、たる所に生じており，スタンプ教授の説によれば，これは懸濁

物に富む河川の水をそのまま水路濯減する場合に比べて，ダム方式の場合は

きわめて顕著に現われるのだという。このような問題があって，西ノJキスタ

ンの農業豊庫も安閑と して（れ、られなし、現状であり，その上大統領アユフ・

カーンの政策l主将来の工業化に向かつて大きく一歩を踏み出したところであ

ゐっ工業用水の問題も新たに登場しつつある。砂漠の国西パキスタンの今後

の興廃がイン夕、ス水系の水資源利用にかかってし、る ことは明らρ、で、ああ。

インダス水系の水争い

インドとパキスタンは宗教によって分離した勺カシミールの紛争は，その

住民の大部分が回教徒であるにもかかわらず，その支配階級がヒンズー教徒

で， しかもネーノレの近親であるとし、うことが，その帰属をこじれさせた理由

として挙げられているうイント通で知られていおウィリアム氏（注引によれば

旧インド人の中でヒンズーは思想が柔軟でイギリス統治以来，し、ちはやく西

欧文明会学び，英語を覚え，軍事民政ともに早くから要職について，ノfキス

タンを含む全インド各地で支配力会獲得した《ところが何教徒のパキスタン

人：二旧ムカーノレ帝国の誇りを持ち，勇敢で有能でありながら，イギリス化し

なかったためlこヒンズーの風下に立たされていた内そうした欝：貨の爆発がカ

シミ－／レ紛争の火蓋を切った形になったとし、うのであ ゐが，実はそれ以上（こ

「水の問題」が大きな原因をなしてし、ゐことは同氏が指摘しているとおりだ

と思うう

インダスの本流はチベットにj長会発して西流し， ヒ7 ラヤの西端ナンカパ

ルパットの西麓で大きく南方：こ屈曲してほぼ南西lこ流れてカラチの南でアラ

ビア海；こ注ぐが，これにカシミーノレから大きな 5本の支流が流れ込んでいる

（第 3凶）η これに対 Lて闘方から入る大きな支流はアフカニスタンからくる

カブーノレJI/l；本であるのしかもパン ジャブにおけあ最も重要な農地の水路網

を形成する水の水源に，主としてジェラム，チェナブ， ラピ，サトレジ，ビ

アスとし、う東方からの 5大支流なのであるつイギリス統治時代本流とこの 5



大支流を含む全インダス水系の

水資源利用については，科学的

調査を基礎とする合理的開発計

画が樹立されたが，実際の開発

はイ ンド， パキスタ ンの分離な

どは予想されず最も有効な部分

から行なわれたわけである。恒

久水路23線，季節水路 8線，そ

の濯概面積 2,300万エーカー（約

600万ha）カ：インド，ノfキスタ ン

独立当時の全貌であって，この

うち， 21線の恒久水路， 7線の

季節水路，l,800万エー カー （約

450万ha）の農地がノfキスタン領

となった。 これほ一見ノfキスタ

ン側に有利に見えるが，実：ま問

題ばイン ドが東ノJンジャブで濯

j阪による利用可能 の農地 3,500

万エーカー（約880万 ha）を領有し

たこと，そしてもし将来インド

がこの農地；こ水路網合引けば，

その水は現在パキスタン（西パ

ンジャブ）の使っている水路網の

水源を使用することとなり ，パ

キスタンの農地は洞渇の心配が

ある 3 カシ ミーノレ 5大支流の7.k

：土，ノξキスタンとしてはあくま

で確保し7ニL、し，インドは大農

業地帯開拓のためにぜひ使いた

し、っこれはおそらく 国際最大規

模の水争いであろう。

加1主 力ンミーノレ0)1）；、75 

第 2図 カシミーノレ概念凶

ーー－ー停戦ライン マイル
0 100 
」閣ーーー・..... ー幽＿＿.

中共

第 3図 インダス水系水路網
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インダス本流とジェラム）｜｜（之，カシミ ーノレでは峻険な峡谷をなしてし、る：1、

ら， これを上流でとって，インド側に流すことは不可能であ Qが，チェナブ

Jll：之ジャンムから， ラビJll，カトレ ッジJll，ベアスJIIはインド告買からノ ξキス

タンに入るので，これを上流で寝止めて，東ノfンジャブ：二流すことは技術的

；こ可能であるう これはパキスタンにとっては致命的であるつ仮りに既得の水

利権が認められfことしても，実際；こ；ょ水の流し方に問題がある今使用水量の

協定が－cさても，それをそンスーン季に流されにので：ま何もならな L、。農業

に必要な時期に必要なだげの水量がほしし、のであるウ

その上ノfキスタンiこ：主前記のウォ ーター・ ロッギングの問題がある。その不

毛化i容は年10万エーカー（2,500hal現在対策合要する面続：ニ1,000万（250万ho)

：ニ遣すると I，イフれてL、ゐべ土壌のアノレカリイヒバ，ニれ二伴って生じている、

ウナーター ・ロッギング（土排水施設，拡水法等にとりある程度防止しうらが

塩分苔禎；ニよみアノレカリ化；主過剰の水乞流すことによっ vζ浴流す Q他；こ改良

の方法がなし、今 これ会行なうにしても，新fこに代替i也会開拓するにしても，

現在より多量の水を要すべきことは明らかとあるう既得権だけでに立ち行J

なL、のである。

ところが，インドもパキスタンも人仁I:t増加しつつあり， 農業生産の増加

！工両国とも必要であ乙ゥインドジ〉東ノぐンジャブ開発もま三人道上の見地／J＞ら

公平：こ見て必要であλう今

この難問曹に対して， 195llrlアメリカのリリエンタ ー Jレ：よ， T V Aの方式

；こならって，イ ンド， パキスタン共同のインダス水系金体にわたる特別の管

理機関をつくり ，現在80%以上浪費している水資源の最も合理的かっ総合的

水利用計画を立て，国境を無視し，世銀資金によりその実現合図ることも提

唱し たが，この理想案まあまりにも係争中の両国にとっても現実離れしすきょ、

ていて問題にならなかっにょう であ Q。しかしこれがきっかけとなって，世

銀が人道的見地よりこの問題に力こぶを入れ出した こと’ヱ両国にとってヰ丸、

＿，ミ 4竺 ＿ ， ＿ ＿

し 0） つ／ーラ

そして 1953年世室長案として，サト レジ， ラヒ， ビアスの 3川をイントの自

由；こし，インタス本流とチェナブ， ジェラムの 2川を完全にパキスタンの自

由にする案，勿論，こ の場合，パキスタン側ではインダス他 2川の水を上流

で堰止めてこれをコンターライン（こ沿って横に流し，従来サトレジ他 2JI Iか
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ら取り 入れていた水路に流すための大工事を行なうことになるうこの案につ

いてはし、ろいろの曲折はあったが，工事完成までの聞はインド側が従来どお

りパキスタン側に水を供給するとし、うよ うな条件，その他いろいろ細L、条件

っきで， 1960年，おおむねこの線にそって，アユブ ・カー ンとネ ＿，レと世銀

のアイリフの聞に調印がととのったのであるつ

この工事費概算は総額 3億 8,000万ポンド そのうち 3億 l,000万ポンドり

仕事；土パキス タン領内で、使われる予定であ り，工事内容は幹線水路 400＜ イ

ノレ，大貯水池 2ヵ所，連絡水路，農地改良2,500万エーカー， 30万 kW発電所

1士所の事業会パキスタンで，ベアス川ダム事業をインドで10ヵ年計画で実

施することになっている。

それ故アメリ カの技術者を始め多くの外人がこの事業のJニめに尚一パキスタ

ン：こきており ，おそらく今頃ラホーノレのホテルは欧米式のクリス 7 ス気分で

日正ってし、ることであろ う。

パルチスタンの

山村の水

カラコラムへの基

地法インダス本流に

沿った山峡余地の山

村スカノレ ドである。

スカルドはノイルチス

タン地方の中心で，

ここにパキスタン政

府の司政官府Political

Agentが置かれ， 民

政を司っている。前

記停戦ラインに近い

の－c，ノfキスタンの

国防軍も少数駐在 し

てL、るらしいが，付

近の山村部落を合わ

'.1'¥4凶 ノ〈ノレチスタン山村の形成
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せて人口 l万ほどの平和な村である。外客のために司政官府に付属した宿泊

所があって，食事イJきの宿泊ができる（第 4図）。

首都ラワノレピンジからスカルドに入るのには，空路が唯一の交通機関であ

る。咋年まで国防軍の所管であったこの空路は， 本年から P I A の経営に

移され， 1日2～3使の定期航路である。旅行者にと っては便利になった

が，ヒマ ラヤ山脈をナンカゐパルパットの山中，高度 6,000～7,000mほどで飛び

越えるのであるから，少しでも天候が悪ければ欠航するし，飛行機も Dc 3 

級の貨客機である吋しかしわずか 1時間ほどの聞に海抜8,000mのナンカパノレ

パッドの体容に接し，氷河と岩峰の聞を縫ってスリ ノレ満点の飛行をし，狭い

谷聞を抜けてインダス川の畔に降り立つのであるから，大変賛沢な観光路線

ともいえるのスカ／レドの標高は約 2,500mで夏は涼しいし， 氷河を頂く 5,000

～6,000m級の山々に閉まれt三緑のオアシスであり，苦から何回となく民族攻

防戦。行なわ;i,'L／：ニ土地柄からいっても，観光地としての素質を十分に持って

いる今

ラワノレピンジからギルギットへは形だけの道路が通じているが，洪水や山

崩れでしばしば寸断されるので，やはり空路が唯一の交通機関である。しか

し道路改修が計画されているので，近い将来自動車で行けるようになるとい

うことである。そしてギノレギットとスカノレドの聞にはノイjレチスタン第 2次5

ヵ年計画の一環として， ジープ道路が計画されており， さらにスカノレトうわら

インダス川を吊橋で渡ってシガーノレ川を湖行し，アスコーレに至るジープ道

路も近く着工される由であるから，おそらくスカノレドは10年後に：主カラコラ

ムの観光基地としてデビューすることになるかもしれない。

ラワルピンジからスカノレドへの空路はまず標高l,OOOmの避暑地マリーの上

空を北上する。私どもはここで始めて緑の天然林を見ることができる。年雨

量が l,OOOmmほどあるから森林が成立するのである。しかしこの森林はエキ

セルサ松の単純林でむしろ散生林に近く標高3,500m位まで広がっているが，

広菜樹の多い普通の温帯林や亜高山林とは全く林相が違う。そしてさらにそ

の上方には局部的に媛性のカパ類が見られる所もあるが，日本の高山や欧州

アノレプスのようなノ、イマツ帯やこころよい高山植物帯は＇まと んどなし、。いき

なり峨々たる岩山が吃立し，氷雪の山頂部から続いてえんえんと屈曲する氷

河が押し出し，その下半部はモレーンの縞模様に彩られてし、る。氷河の末端
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からは急に V字形の渓谷が鋭く削られ樋のような水が走っ てい るつこれが西

部ヒマラヤの景観である。ところがこの山脈の北側，インダス本流の流域に

入ると景観はさらに索漠たるものになるラモンスーンはヒ マ ラヤに雨や＇~~i' 

降らせるが，もうここまでは水分を運んでこなし、。再ひe雨量200mm以下の乾

燥地帯となり，インダスの河原や段丘の上lこも，西側の山麓や山絞：こも森林

；ま全く見られないベ岩石の露出した褐色の山が陀立してし、るだけであるで

インダス川：土スカ ル ドでシガーノレ川を合流する。シカーノレJlj（二カラコラム

の水を集めて南下する水量の多し、支流で，その大いさは本流とあま り変わら

ないほどであるつ氷河を源流とするので本流もシガーノレ川も灰褐色の濁流が

急流をなして流れているつ 水流の幅ば 100～200mほどであるが，瀬：こなった

とニろで；れ、くつにも分流してし、る内水流の両側lこ（立河原が発達し，沖積層

円高さ 10～50mぐらいの大きな段丘が至る所に発達し，その幅；ま l～ 2km, 

広レとこ ろでは 4～5kmもあるつ この河原や段丘を構成する土（之細〉、砂で，

かなりコ ンパクトである。 スカ ノレ ドの飛行場は平らな段丘が，そのままほと

んど予を加えずに飛行場として利用されているのである。しかし乾燥してい

るから，風が吹けば砂あらし となり，部落や農地へも侵入してし、く 。こり北

荒しいインダス本流やシガーノレ川の水はここでは全く何にも利用されずに，

ただ天然のまま の猛威を振いつつ流れてし、るに過ぎなし、。この原始境で；二取

水堰やダムの工事は全く不可能なのである。

したがって，こ のあたりインダスやシガーノレに沿って数キロメ ー トルおき

に，標高3,000mの奥地まで点在する山村部落は，すべて背後の山から流下す

る渓谷の水に依存 して成立しているのである。その渓谷が大きければ大きな

部落が発達し，小さければ小さな部落しかできない。

スカノレドはサップラ湖とし、う氷河湖から流れ出す水を水路によって段正の

上に溌概し，そこに樹木 （ポプラ，ヤナギ，ロイヤオリ ーブ，アンズ， Fワなどj

を植え （（写真 3）参照）， その聞に麦類や馬鈴薯や疏菜類の畑をつくり ， こ

れに土塁やカ ノレスクという茨の垣をめぐらして，その外で家畜を放牧すると

いった農業のやり方で成立した部落て＊ある。シカー／レという村もパウ7 ハレ

ノレという マンゴグソーノレ山脈の懸垂氷河から流れ出す水で水路濯減してでき

た農村である。こ の渓谷の水量が大きいからプランテーションも多く耕地も

広い。しかし一方，例えばフシュパとかユノーとかし、う部落は背後の山が迫
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（写真 3) ポプラのプランテーションと背後の岩山

っていて渓谷の水量が少ないから，わずか数戸の農家があるだけであるつ

裏山とし、っても，6,000m級の峻険な水成岩や変成岩の山の頂上部には懸垂

氷河があり，その水;J:7竜の連続のような急流会なして山肌を削りつつ落ちて

きて，その出口に必ず典型的な扇状地を作っている。水はここで平時は伏流

し，雨季には天井水となって流れる。この扇状地は本流の平らな段丘や河原

の上に覆いかぶさる ような形になっていて，そこはほとんどー木一草もない

石礁の荒地であるのちょうどこの扇状地の扇の要の位置で取水して水路で導

き，扇状地の上流と下流の段丘の上に縦横の潜水路がつ くられる。樹木はま

ずこの水路に沿って植えられ，その閣の空地が耕やされ，作物は濯水して掻

穣育成されるのである。この水は本流の濁水と異なって清例で冷い《飲料水

にもなる。そこに農家の生活が営まれるのであるつ

農地の所有形体はきわめて零細で 1戸当り平均 0.8haでああ、農家の構成

（主平均 1戸 5人で，山羊，羊を 10頭余，牛 （iドとヤクを交配した種煩.， 2～ 3 

頭程度保有するものが多く，小形の難も飼っていあち常食’よ担I，、小麦粉会練

って焼いたチャボティ ーと乾アンズが主である。農地以外の土地：土，すべて

国有地で営林署が所管しているが，良民？とそこに放牧権をもってL、ゐ‘しか
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し全般的に過放牧で，緑の牧草地は近くにはほとんど見当らないが，夏季は

4,000 m付近まで追い上げて山の草を食べさせているところもある。いずれに

しても索漠たる河原や扇状地の上には家畜の食べないアノレチメシヤ（サントニ

ンの草）の群落や黄色い花のアザミが見られるだけで， ポプラや桑のプラン

テーションが大木になった山村部落だけがまさに緑のオアシスのごとく点々

と存在するのである。

パノレチスタンの土民はウノレツン語を話す平地のパキスタン人とは全く異な

り，パノレチ人と称し，言葉はチベット系のパルチ語である。最初に住みつい

た人種はラサからきた仏教徒であって，仏教文化の遺跡はし、まだに残ってい

る。西方から回教徒がきてこの地を支配したのは紀元8世紀頃だといわれて

いる。 11世紀には7 クポム王朝ができて次第に勢力を得，その勢力はスリナ

カ。－Jレ方面におよんだ時代もあるが，幾度かの興亡を経てスカノレドは1840年

ヒンズーの支配下（こ入り， 1847年そのままイギリスに隷属したが， 1947年の

独立に際しヒンズーの支配者は回教土民軍に殺害され，レわゆるカシミ ーノレ

の悲劇が始まったのである。しかし日本人に似た顔付きのパノレチスタン土民

は，回教徒で酒：之飲まず，淳朴な生活を営んでいる。自然に対する原始的な

順応性はきわめて強く，組衣組食に耐えている。子供が国防軍の軍人になる

ことを最大の念願としている点なども明治時代の日本の山村と一脈通ずるも

のがあって考えさせられることが多し、。勿論，生活水準や農業生産性の向上

のために今後なすべきことはきわめて多く，なかんずく公共事業としての道

路の建設と砂防造林は喫緊の要務のごとく思われる。しかし私どもや，パキ

スタンの為政者がこれらのことを考える時，忘れてならないのは彼等の生活

が何世紀もの間あの清測な冷い氷河の水によって，はぐくまれてきたという

事実ではな，ぅ、ろうか。

（東京大学教授 カラコラム遠征隊長）
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