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中国稲作紀行

－寧夏回族自治区の稲作一

楠谷彰人＊，＊村・松江勇次＊＊，＊＊＊・在晶寧，＊＊＊

〔キーワード〕：濯瀬農業，銀川，食味， 7)<稲，直

播栽培，西夏，寧夏回族自治区

1. はじめに

中国には「中国北方稲作科学技術協会」という

ジャポニカ米についての研究紹介と技術普及を

行っている学術団体がある．同協会は毎年，各地で

テーマ別のシンポジウムや講演会，セミナーを実施

しており，2016年には日本の広島県でも米の育種技

術と食味官能評価に関するセミナーが行なわれた

（楠谷ら 2017).

2017年7月，寧夏回族自治区の銀川において同協

会主催，寧夏農林科学院農作物研究所共催の「第 15

回 中国北方水稲発展シンポジウムjが開催された．

著者の窪が同協会の理事を務めている関係で，松江

と楠谷はこれまでにも何回かシンポジウムやセミ

ナーに招かれて食味についての講演や官能試験の

指導をしたことがある．今回も新潟薬科大学の大坪

研一教授，福井県農業試験場の小林麻子研究員とと

もに招待され，講演する機会を与えられた．本稿で

は，この時に見聞した寧夏回族自治区における水稲

の栽培状況を紹介する．

2.寧夏目族自治区の概況

寧夏回族自治区（省都：銀川市）は，中国西北部

の黄河中・上流域の東経 104度 17分～107度39分，

北緯35度14分～39度23分に位置している（図 1). 

地形は南北に伸びた十字型をしており，西北部から

東北部にかけての北半分を内蒙古自治区，西南部か

ら東南部にかけての南半分を甘粛省に固まれ，東の

一部が陳西省に接している．古来，この地域は漢民

族と北方民族が対崎する要衝であり，北方民族に

とっては関中侵攻の最前線，漢民族にとっては関中

防衛の最前線となった．このため，北方民族の侵入

に備えて，秦の始皇帝時代に万里の長城が築かれた．

事天津農学院（AkihitoKusutani, Jing Cui) 

H 九州大学大学院農学研究院（YujiMatsu田）

帥＊中日水稲品質・食味共同研究センター

図 l 中国寧夏回族自治区の地図

しかし， 11世紀にはチベット系タングート人に占領

され，今の銀川｜を都とする西夏王国が建てられた．

西夏は 13世紀にモンゴ、ル帝国のチンギス・カンに

よって滅ぼされ，元代にはこの地に寧夏行省が置か

れた．ちなみに「寧夏」はこの時に初めて登場した

名称であり，「西夏を平定し，永遠の安寧を願う」

という意味が込められているそうである．明・清時

代から中華民国時代にかけては甘粛省に属したり，

寧夏省に変更されたりしたが，中華人民共和国成立

後の 1958年に寧夏回族自治区として甘粛省から分

離・独立した．

現在の寧夏目族自治区（以下，「寧夏」）は中国で

最も小規模な行政区域の一つである．総面積は 6.6

万km2，人口は618万人（2010年）で，台湾および

特別行政区の香港とマカオを除く全国 31の省・自

治区・直轄市のうち面積は第27位（28位以下は海

南省，北京市，天津市，上海市），人口は第30位（31

位はチベット自治区）である．また，自治区名が示

すように人口の約 1/3が回族（イスラム教を信仰す

る少数民族）である．他に若干の満州族や蒙古族等

が居住するが， 2/3弱は漢族である．
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自治区の北部はテングリ砂漠，モウス砂漠，ウラ

ンプ砂漠に固まれている．地勢は南へ行くほど標高

が高くなり，南部は黄土高原や六盤山地が大部分を

占めている．自治区西端から北東に向かつて黄河が

流れ，流域には寧夏平原（銀川平原）が形成されて

いる．万里の長城もこの地点で黄河を渡る．自治区

の北西境には寧夏平原とテングリ砂漠を分けるよ

うに賀蘭山脈が連なっている．寧夏では古くから

中・北部の砂漠化と南部の表土流失が深刻な問題で

あった このため自治区成立後，政府は植林と防

風 ・防砂に取り組んできた．その結果，砂漠化面積

は 1970年代の約 1.7万km2から約 1.3万km2にまで

減少したが，それでも未だ自治区総面積の 20%近く

を占めている．

気候は典型的な大陸性半乾燥気候帯に属し，気温，

雨量とも年較差が大きい．すなわち，真夏の日中は

40℃を超すことも珍しくないが，冬には・15℃にな

るところもある．また，雨は6月から 9月の雨季に

集中し，冬は少ない．気候の地域較差も大きく，乾

燥地の多い北部は暖かく降水量も少ないが，高度の

高い南部は寒くて降水量は比較的多い．年平均気温

は，北部では 8℃以上，南部では 5℃～7℃である

年間降水量は，北部は200mm前後，南部は400mm～

600mmである．

寧夏は乾燥地であるが，黄河が流れているため，

秦・漢の時代から渠と呼ばれる用水路を基本に した

護慨が行なわれてきた．現在でも中華人民共和国成

立前に作られた渠が使用されており ，中には建造が

遠く漢代にまで遡るものもある．渠は幹渠一支渠

斗渠一農渠一毛渠の順に細く枝分かれしながら黄

河の水を運んでくるが，20年ほど前まで、は水路に蓋

もなく，斗渠ですら石やセメントで作られているも

のは少なかった すなわち，ほとんどの水路が無

蓋・土づくりであったため，蒸発量と漏水量が多く ，

大量の水資源が浪費されていた．そこで，自治区政

府は 2000年頃から用水路の改築工事を始め，現在

では末端の毛渠に至るまで、大半の水路が石または

セメン ト化されている（写真 l).寧夏の水資源は，

古来，黄河によって支えられてきた．現在でも， 例

えば 2009年の寧夏における総取水量は 72億 2340

万リットルで、あるが，そのうち地下水は 7.2%，地

表水は 1.1%であり ，残り 91.7%は黄河からの取水

に依存している なお，取水量の用途別内訳は，農

写真 l 黄河からの用水路

業用水92.4%，工業用水5.1%，都市生活用水 1.6%,

その他 0.9%で，農業用の取水量が圧倒的に多い．

しかし，近年の水不足傾向の中で，春ノj、麦や水稲等

の水消費量の多い作物の作付け制限と栽培面積当

たりの配水量の削減が進められている．

寧夏には 80万ha以上の耕地があり， l人当たり

の耕地面積は中国で第4位である．食用作物ではコ

ムギ， トウモロコシ，パレイショ，水稲，ダイズ，

キビ等が栽培されている主な作物別の栽培面積は，

2001年にはコムギが25.8万ha，トウモロコシが 14.9

万ha，パレイショ等のイモ類が 12.2万ha，水稲が

6.5万 haであったが， 2008年にはそれぞれ 20.4万

ha, 20.9万ha,23.3万ha,8.0万haになっている．

すなわち，コムギは減少し，トウモロコシ，イモ類，

水稲は増加している．コムギと水稲の作付けの変化

は，上述したように，栽培用水との関係によるもの

である． トウモロコシとイモ類が増加したのは，

元々は遊牧が主で、あった自治区南部の開発が進み，

放牧地や牧草地が耕地に変わってきたためである．

特に，南部山間地で、はデ、ンフ。ン原料用パレイショの

栽培が増えている．また，寧夏はクコ（拘杷），カ

ンゾウ（甘草）等の薬用作物の生産地として知られ

ており，スイカ，リンゴ，ブドウ等の園芸作物の栽

培も盛んである．中でも，寧夏の拘妃は中国で最高

の品質評価を得ており ，圏内流通量の 50%以上，海

外への輸出量の約 60%を占めている．

寧夏平原では黄河の水を利用した濯概農業が発
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達し，「塞北の江南」と呼ばれている．寧夏平原の

濯概農地は40万haにも及び，その 30%以上で春コ

ムギ，20%程度で水稲が栽培されている．しかし，

寧夏の水稲はここの濃瓶農地でしか栽培されてい

ないため，土地利用の面から春コムギとの二毛作が

盛んに行なわれている．また，この地域は日射量が

豊富で昼夜の温度差が大きいので，古くから中国屈

指の高収 ・良質米産地として名を馳せてきた．しか

しながら，近年，寧夏平原における水稲の栽培面積

は政府の節水政策によって大きく変動している．す

なわち，2001年の栽培面積は 6.5万haで、あったが，

2003年は黄河の水利管理委員会の配水削減によっ

て 4.7万 haにまで減少した．しかし， 2003年は全

国的に水稲の栽培面積が減少したうえ不作であっ

たため， 2004年からは収益性の高い水稲の栽培が増

加し， 2006年の面積は 8.2万 haに拡大した. 2007 

年は管理委員会の節水通達によって再び 7.7万 ha

に減少したが，その後は政府が作付け削減を指導し

ているにも関わらず 8万 ha前後で推移している．

2011年における栽培面積は 8.4万ha（全国シェア．

0.28%），籾生産量は 70.8万トン（同： 0.35%）であ

り，全国的なウエイトは低いが，単収は 8.4トン

/haで‘全国最高水準にある

3. 寧夏農林科学院農作物研究所

2017年 7月 12日，著者の峯と松江は調査に赴い

ていた雲南省の昆明から，楠谷は別の調査をしてい

写真2 銀川河東空港

た天津からそれぞれ銀川に向かった．新潟薬科大学

の大坪教授と福井県農業試験場の小林研究員は，日

本から北京，上海を経由して直接銀川に入ることに

なっていた．楠谷は天津市水稲研究所の昼中秋氏と

午前9時頃に天津を出発し，昼過ぎに銀川河東空港

に到着した（写真 2）.空港ピルの外に出た途端，強

烈な熱波が襲し、かかってきた．大急ぎで冷房完備の

リムジンパスに乗り込み，市内へ向かった．市内ま

での道路の周囲には果樹園や野菜畑が広がり，西域

という感じはしないまた，それ程大きくはないが，

道路沿いに川も流れていた（写真 3).30分余りで

パスターミナルに着き，ホテルまでのタクシーを拾

おうとしたが，走っているタクシーは全く停まって

くれない．最近の中国では，タクシーを利用する人

のほとんどがスマートフォンを使って予約をする

ため流しのタクシーを捕まえるのが難しくなって

きている．それでも天津では 10分ほど待てば大抵

は乗ることができるが，銀川では 30分以上も手を

挙げているのに無視され続けた．ようやく少し離れ

た所で客を降ろしているタクシーを見つけたので，

半ば強引に乗り込んだ．ホテルの l階にシンポジウ

ム参加者の受付が設置されていたので確認すると，

小林氏は既に着いており，径と松江もこの日の夕方

に着く予定になっていたが，大坪氏の到着は翌日と

のことで、あった．なお，この日の最高気温は 40℃を

超えた．

13日，著者らと小林氏，雀中秋氏は寧夏農林科学

写真 3 空港からの道路沿いの川
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写真4 銀川大学

院農作物研究所を訪問するため，ホテルを午前9時

頃に出発した．研究所は車で 40分ほど離れた銀川

大学の近くにあった（写真4）.聞くところによると，

研究所は 1979年に建てられたそうで， 古くなった

ために近々移転・新築するとの話で、あった（写真 5).

案内 して下さったのは径の知り合いの楊生龍研究

主任である．楊主任は 52歳で，かつて研修のため

日本の島根県農業技術センターに8カ月間滞在した

ことがあるという ．ちなみに，島根県は寧夏目族自

治区と 1993年から友好交流を開始し，技術研修生

の受け入れ，有機農業支援事業等を続けている．ま

た，松江市も 2004年に銀川市と友好都市提携協定

を結び，中学 ・高校生による青少年交流，砂漠化防

止植林事業への市民参加等を通じて友好を深めて

し、る．

楊氏の案内で水稲の試験園場を回りながら話を

伺った（写真 6）.試験園場の面積は水稲が約 Sha

で， 他の作物も 4.5haほど栽培している．寧夏にお

ける水稲栽培の最大の特徴は，ほとんどが直播栽培

という ことである すなわち，自治区内 8万 ha余

りの水稲栽培面積の約 95%が直播栽培で，移植栽培

は 5%程度に過ぎない 直播は湛水直播と乾田直播

の両方で行われているが，乾田直播は播種深度に

よって 2cm以上の深播き，2cm未満の浅播き，表面

播きに分けられている．播種は4月中に行 うが，大

陸性気候のため秋冷が早いので出穂期が8月にずれ

込まないよう品種によって播種期を調整している．

写真 5 寧夏農林科学院農作物研究所

写真 6 水稲試験圃場

播種期が 5月 10日まで遅れる と安全成熟限界に間

に合わないそうである．施肥量（窒素成分量）は基

肥として約 llkg/!Oa, 5月末に 1回目の追肥として

約 9kg,2回目の追肥は生育状態によって加減する

が基本的には 6月末に約 7kg/10aを施用する．これ

らを全て与えると年間窒素施用量は 27kg/10aにな

り，これまでの報告（楠谷ら 2009，松江ら 2014,

楠谷ら 2017）と同様，非常な多肥栽培である．除

草は，最近は良い除草剤ができたが，普通は播種後，

3葉期，分げつ期の3回散布する．ただし，雑草の

状態によって 3回目の散布は中止したり，簡単な手
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取り除草で済ます場合もある．

直播圃場における生育状況をみると，施肥量の割

には貧弱な感じがしたが，今年は水の関係で生育が

遅れているとのことで、あった（写真 7）.病害につい

ては，雨が少なくて乾燥しているので発生は少ない

が，雨が多い年にはイモチ病が発生する．たまに冷

害も発生し，2013年にはかなりの被害が出たという．

最近は高温障害が増加し，登熟不良による減収と整

粒歩合の低下による品質劣化がみられる．干害のこ

とが気になったので聞いてみると，雨季の雨と黄河

の水が頼りなので人間による制御は難しいが，今の

ところ大きな問題にはなっていないとの返事で

あった．ただし，取水の方は大丈夫だが，排水施設

が未整備なので細かい水の掛け引きには苦労する

そうであった．

水稲の育種は，ジャポニカ型固定品種の育成，

ジャポニカ型ハイブリッド品種の育成，蔚培養育種

の3グループで進めている．ジャポニカ型固定品種

の育成では年間約 250組合せで交配を行い，主な育

種目標は早生品種の育成すなわち生育期間の短縮

と品質・食味の向上であり，収量（籾重）は 950kg/10a

程度で十分とのことであった．水稲の育種は約 30

年間続けているが，育成品種の中では寧梗 23号，

寧梗 35号，寧梗 43号の 3品種が特に有名である．

いずれも多収品種であるが，寧糎 43号は品質も優

れているため寧夏の主力商品となっている．寧鞭43

号は食味も良く，2009年に天津市で開催された中国

写真7 直播水田

北方稲作科学技術協会主催の食味品評会において 1

等賞を獲得した．また，前には節水栽培の研究も

やっていたが，水事情が何とかなるので、今はやって

いないという．著者らは，かつて新彊ウイグノレ自治

区を訪れた時，烏魯木斉中亜干早農業研究所の王培

武所長から寧夏回族自治区の銀川で水稲の点滴栽

培試験を行う予定であることを聞いた（楠谷ら

2011). そこで，この件について尋ねたところ，楊

主任が試験を担当し，王培武氏とは今も懇意にして

いるそうである．ただ，上述したように寧夏の水稲

栽培で水は未だそれ程深刻ではないので，点滴栽培

試験は3年前に中止したとの話であった．

4. 中国北方水稲発展シンポジウム

中国北方水稲発展シンポジウムは 7月 14日～7

月 17日に開催された（写真 8).14日は中国各地か

ら持ち寄られた米の食味品評会， 15日は講演会， 16

日は現地視察が行なわれ， 17 日に解散というスケ

ジューノレであった．シンポジウムには日本からサタ

ケの河野氏と藤田氏も参加していた.14日の食味品

評会には，北は黒龍江省，南は江蘇省，西は新彊ウ

イグル自治区までの 9地域で生産された 30品種・

系統が出品された．パネルは 30名で，基準には日

本の新潟県魚沼産のコシヒカリを使用した．なお，

今回は出品数が 30もあったので，食味官能試験は

朝から夕方まで5品種ずつ 6回に分けて行った．こ

のため 6回目の食味試験が終わった時には，さすが

写真8 中国北方水稲発展シンポジウム
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に誰もが「吃飽了J（チーパオラ．「お腹一杯ですJ

の意）の状態で、あった．

15日の講演会の演者は著者らの他に日本人2名，

中国人 6名の計 11名であった．松江は「高温登熟

条件下での水稲の増収と品質向上」のタイトルで飽

水栽培における水稲の収量構成要素と食味特性に

ついて述べ，籾水分に着目して的確な水管理を行な

えば高温条件下でも増収と食味向上の両立が可能

であることを強調した．握は「米の品質・食味に関

する科学的解析」というタイトノレで講演を行い，そ

の中で食味の決定機構と栽培条件による変動要因

を科学的に解析・考察することの重要性を指摘した．

楠谷は「節水栽培が水稲の収量と食味に及ぼす影

響」のタイトルに基づいて潅水量と食味との関係を

解析し，その品種間差が生じる原因について品種生

態学的に考察した．大坪氏は「日本産米と中国産米

の食味評価」のタイトルの下，糊化特性（RVA）を

指標にした新しい食味評価法を提案し，この評価法

によって日本品種と中国品種の食味を比較した．小

林氏は「コシヒカリを超える良質良食味品種の育

成」というタイトルで，福井県における良食味品種

の育種システムを紹介するとともに新しく育成し

た良食味品種「いちほまれ」の特性について解説し

た．

また，中国人研究者からは機械化直播栽培技術，

寒地における早生・良質品種育成の技術的進展，米

の食味値による評価区分等についての講演があっ

た．そのうちの何題かを紹介すると，江蘇省農業科

学院糧食作物研究所の王才林所長は江蘇省におけ

る良食味品種の開発状況について報告し，江蘇省で

は最近，低アミロース突然変異遺伝子を取り込んだ

南梗46（生育日数 164日），南梗5055（同 158日），

南梗9108（同 152日）等の早晩性が異なる良食味品

種の育成に成功していることを紹介した．ちなみに

南梗46は2016年に広島県で開催された中国北方稲

作科学技術協会主催のセミナーにおける食味品評

会で，吉林省の吉梗511とともに最優秀賞を受賞し

ている（楠谷ら 2017）.この時に面白かったのは，

南梗 46に対する評価が日中のパネル聞で大きく

違っていたことである．すなわち南梗 46号の評価

は，中国人パネルで、は 10品種中の 1位であったが，

日本人パネルで、は 8位であった．一方，新潟県魚沼

産コシヒカリに対する評価は，日本人パネルで、は I

位で、あったにも関わらず中国人パネルでは 3位（1

位は南梗46, 2位は吉梗 511）にとどまった．これ

らは，食味に対する噌好性が日本人と中国人で異な

ることを示唆するものとして興味深かった．

また，黒竜江省農業科学院食品加工研究所の草淑

文所長は，貯蔵条件と加工条件が食味に及ぼす影響

について講演し，日本では籾の黄化率が 85%～90%,

水分含有率が 20%～25%の時に収穫するが，中国で

はそれぞれ95%程度， 15%程度の時に収穫すること

を報告した．著者らは，常々，中国産米の食味が劣

る原因は品種ばかりでなく，施肥量や刈取り時期等

の栽培条件にも関係があること，特に多肥によるタ

ンパク質含有率の増加と刈遅れによる硬さ／粘り比

の上昇の影響が大きいと指摘してきただけに，この

講演は強く印象に残った．

講演発表の後，前日の食味品評会の結果報告と入

賞品種への授賞式が行なわれた．今年の品評会では

吉林省の通化市農業科学院から出品された通系 949

が特等賞，黒龍江省農業科学院耕作栽培研究所の龍

稲 18，遼寧省アルカリ地利用研究所の塩梗252，河

北省農林科学院演海農業研究所の金穂 20等の 6品

種が 1等賞に選ばれた．また講演会の合聞に，小林

氏が持参した「いちほまれ」の試食も行なわれたが，

全員から非常に高い評価が寄せられた．

5.銀川

13日に農林科学院農作物研究所を訪問した 9時

半頃は未だそれ程暑くなかったが，帰る頃からジリ

ジリと気温が上がってきて，昼過ぎ、にホテノレへ戻っ

た時には40°Cを超えていた.3時を過ぎれば少しは

温度も下がるだろうと考え，しばらく休憩した後，

時聞を見計らって西夏王陵の観光に出かけた．西夏

王陵は賀蘭山脈東麓に位置し，ホテルから南西方向

に40km近く離れている．到着したのは3時過ぎで

あったが，観光客の姿はまばらであった（写真剣．

約 50km2の圏内には西夏王国を建国した初代皇帝

李元美の陵を始めとする9基の王陵と多数の王族や

官僚の陪葬墓，博物館，芸術館，休憩所等が配置さ

れている．博物館はそれ程大きくないが，西夏文字

の紹介コーナーや西夏の歴史・民俗に関する展示が

充実しており，西夏関係の書物も販売されていた．

博物館から芸術館を経て林の中の遊歩道を歩いて 3

号遺跡に向かった．あまりにも暑いので途中の休憩
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写真9 西夏王陵入口 写真 JO 冷たいヨーグノレトを飲む
門に大きく明記している字は，西夏文字であ
る．

所で一休みしたが，その時に飲んだ冷たいヨーグ、ル

トが何とも言えず美味しかった（写真 10). 3号遺

跡は李元美の陵を中心に整備された陵墓遺跡であ

るが，賀蘭山脈を背にして崩れかかった陵墓が並ん

でいる光景は，まさ しく西夏の夢の跡であった（写

真 11).

帰り際に正門前の土産物店を覗いていると，店員

が近づいてきて名産の賀蘭石に酋夏文字を彫って

くれるという．記念に西夏文字で刻した蔵書印を頼

んだが，出来上がるまでに少し時聞がかかりそうな

ので，隣の屋台でスイカを食べながら待つことにし

た．時刻は 5時に近かったが，正門前広場には数台

の大型パスが停まっていた．多くの観光客がパスか

ら降りてくるのをぼんやり見ながら「何でこんな時

刻に来るのだろうJと考えていた時，自分達が大き

な間違いをしたことに気がついた．すなわち，経度

が 15度ずれる毎に 1時間の時差が生じることを忘

れていたのである．中国の東端は東経 134度，西端

は東経 73度なので，東端と西端の聞には経度で約

60度，時刻にすると約4時間の聞きがある．それに

も関わらず，中国では東経 120度における時刻を中

国標準時（北京時刻）として全国一律に使用してい

る．したがって，東経 106度の銀川市と 117度の天

津市には 11度の経度差，約 45分の時差がある． こ

のため，多少は涼しくなるだろうと思って 3時過ぎ

に西夏王陵へやって来た我々は，実際の天津の時刻

写真 II 西夏王陵3号遺跡

で言えば暑い盛りの 2時半頃に着いたことになる．

15日の夜は，回族の料理を食べようということに

なった．しかし，自治区の規則とかでホテルのレス

トラン等では酒類の販売が禁止されているそこで，

他の日本人グループにも声をかけ，涼しくなるのを

待って町に出たクミンを振りかけて焼く羊肉の匂

いに誘われ，歩道にテーブルを並べた屋台村の一軒

に入った．先ず白酒を注文したが，当然，断られた．

しかし，ビーノレならあると言う．アノレコーノレ度数が

2, 3%の中国のビールは寧夏で、は「飲料」であって，
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写真 12 中国拘紀館 写真 13 紫色の拘杷

「酒jではないのだそうである．また，近くに酒を

売っている所があるので，そこで買ってきて飲むの

は構わないと言う．店で販売しなければ，客が勝手

に酒を持ち込んで、飲んでも規則違反にならないと

いうことだろうか．隣のグループもビールで、乾杯を

繰り返し，盛り上がっていた．我々も大量に買い込

んできたブドウ酒と珍しい羊肉料理を囲み，「葡萄

の美酒，夜光の杯」（王翰：涼州詞）の気分に浸り

ながら西域の酒宴を楽しんだ．

16日には現地視察が予定されていたが， 13日に

著者らが回ったのとほぼ同じコースだったので，著

者らは自由行動をとって市場を見に行くことにし

た．ホテルの玄関前に 2, 3台のタクシーが客待ち

をしていたので，仕事の整理をするという握だけを

残して松江，楠谷，大坪氏，小林氏，雀中秋氏の 5

人でタクシーに分乗し，運転手に市場へ案内してく

れるよう頼んだ．タクシーはしばらく町中を走って

いたが次第に町から外れていき，やがて周りは農地

や空き地ばかりになってきた. 1時間近くも走り，

「これは本当に市場へ行っているのか」と心配に

なってきた頃，やっとタクシーは「中国拘杷館」と

いう立派な建物の前に停まった（写真 12).どうや

らこの辺りは新興の産業特区（開発区）で，「拘杷

館」は拘杷製品を扱う会社に併設された博物館らし

かった．タクシーは博物館と契約していて，ホテル

で客を見つけて運んで来るシステムになっている

ようであった．しかし，予想に反してこの「拘杷館j

写真 14 拘柁の大木

は非常に面白かった．先にも述べたが，寧夏は良質

の拘杷の生産地として有名であり，拘杷は甘草，髪

菜，羊皮，賀蘭石とともに寧夏玉宝の一つに数えら

れている．博物館には拘妃栽培の歴史と文化に関わ

る文物や文献類，拘杷の栽培法と品種に関する多く

の写真と資料等が展示されていて，見飽きることが

なかった（写真 13，写真 14）.寧夏の拘妃栽培には

500年以上の歴史があること，紫色の拘杷があるこ

と，品種改良が進んでいること等を始めて知った．

しかし案の定，出口近くに大きな売店があり，乾燥

した拘杷の実，拘杷茶，拘杷酒，ジャム，拘杷の入つ
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たお菓子等が数え切れないほど並べられていた．試

食 ・試飲のコーナーが設けられており，店員も親切

で愛想、が良かったので，ついつい色々と買ってし

まった．

結局， 16日の昼間には市場を見物できなかったの

で，夕方になってから買い物と夕食を兼ねて町の市

場に出かけた．今回は，タクシーは止めて BRTパ

スで行くことにした. BRTは 「BusRapid TransitJ 

の略称である．近年，中国の大都市ではどこも地下

鉄が盛んに建設されているが， BRTは地下鉄よりも

建設費が安いので，銀川ではこちらを採用したとの

ことである.BRTパスは 2両編成で，道路中央の専

用レーンを走り，停留所もレーン内に設置されてい

る（写真 15).専用レーンは， 一般車道とフェンス

で仕切られていて，普通の車は走ることができない．

しかし，「やはり中国Jと言うべきか，「さすが中国J

と言うべきか，走れないはずのBRTパスの専用レー

ン内を何台かの車がゅうゅうと走っているのであ

る．専用レーンと一般車道との聞のフェンスに切れ

目はないが，交差点でだけは途切れているので，そ

こから侵入したのだろう ．

15分位で町の中心部に着き，農貿市場とし、う海産

物と農産物を扱っている地下の市場を見物した．最

近の中国には大型のスーパーマーケットやショッ

ピングモールが多くなったが，やはり市場が一番面

白い．近隣の農村で、採れたヘチマ，マコモ，ニガウ

リ，ナス，トマト等おなじみの野菜と一緒に亀や蛙，

写真 15 BRTパス

チョウザメ，ザリガニ等の淡水食用動物も売られて

いる．また，銀川は内陸部であるがタチウオ，マナ

ガツオ，イカ，アワビ，ホタテ等の海産物を売る店

も多く，歩くのが難しいほど混雑していた．地上の

商店街に戻って土産物を買った後，近くの店に入っ

てこの夜も羊肉料理と拘杷酒を堪能した．なぜ拘杷

酒が店に置いてあるのか分からなかったが，寧夏の

論法では拘杷を使った飲み物はアノレコー／レが入っ

ていても「酒Jではなく，「薬品j になるのかも知

れない かなり歩き回ったので BRTパスの停留所

を探すのが面倒になり，タクシーで帰ることにした

しかし，空車は走っているのに一向に停まらない．

どうやって帰ろうかと困っていたら，自の前にスッ

と普通の乗用車が寄ってきた．いわゆる白タクであ

る．渡りに舟でホテルまで、行ってもらったが，運転

手によると白タク営業は結構流行っているらしく，

もしもの時は「友達を送っていると言えば良いだけ

だJとのことであった．

6.おわりに

寧夏，すなわち古の西夏である．著者の一人楠谷

は， 50年近く前に井上靖の小説「敦；崖」を読んで以

来，この西域の故地に憧れ続けてきた．さらに 30

年前に西田敏行 ・佐藤浩市主演の映画「敦爆」を観

て，その想いは一層強くなった．また，ここで水稲

が栽培されていることを知ってからは，いつか寧夏

の稲を見てみたいと願ってきた この 50年来の夢

が，今回，中国北方稲作科学技術協会の招聴で叶え

られた．井上靖は「私の西域紀行」の中で「若き日

の夢を果す，なんと難きことか」と述べているが，

その言葉を実感する旅であった．

寧夏の農業に関しては，これまで予想していな

かったことや新しく知ったことが非常に多かった．

先ず，寧夏は乾燥地なのでフk問題が深刻だろうと

思っていたが，それ程でもなかったことである．確

かに水が問題で、あることに間違いはないが，それに

対処するために古く秦 ・漢の時代から黄河の水を引

いて港紙農業が営まれてきたことは知らなかった

また，水稲栽培の 95%までもが直播であることにも

驚いた．これまで中国各地の稲作を見てきたが，寧

夏で直播がこれ程多いとは全く想像していなかっ

た．さらに，輔されるように連れて行かれた拘杷の

博物館でも，寧夏における拘杷栽培の歴史や品種改
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良について新しい知識を得ることができた．

しかし，今回の旅で一番忘れられないのは，やは

り 40℃超の暑さである．日本の最高記録は 41.0℃

(2013年，四万十市）だそうだが，これに匹敵する

猛暑に 2日連続（7月 12日， 13日）で遭遇した．

40。Cを超える暑さは前にも新彊ウイグノレ自治区の

トルファンで経験したことがあるが，当時は若かっ

たので，むしろその暑さを楽しんでいたような気さ

えする．しかし，今はもうそんな若気は望むべくも

なく，涼しい場所を探してヨロヨロするばかりで

あった．
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