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Ⅰ.序

長野県山岳協会は中国登山協会と1980年からの交流をもとに提携し, 96年,ブータン国境
に聾えるチョモラリ峰･ 7814mに遠征隊を派遣,初登]頁を遂げた｡中国登山協会は,長野県

登山協会が仲立ちをした日本のトレッキング隊を96年から受け入れ,それまで公には入城で
きなかったチベット自治区南部の亜東(ヤートン)県とチュソビ渓谷にも,日本人が行ける

ようになった｡長野県山岳協会はまた,中国登山協会とチベット登山協会を通じ,亜東やパ
ーリの住民との交流拡大にも努め,パーリの小学校には学用品や長野市の小学校児童の絵画
も届けられている｡筆者もこの度パーリの小学校を訪ね,教材に, 1 :200,000地勢図｢高

山｣および｢長野｣を進呈した｡
1996年と98年の二回,信州大学の教官三人による学術調査も交流の一環に実施された｡研

究領域は植物,動物の生態から人文社会分野にわたった｡今回の調査隊の構成は,土田勝義
(農学部,隊長,植物),吉田利男(農学部,会計,動物),吉田隆彦(人文学部,記録,人

文地理)の三人に応援の農学部学生二人(鶴石

達･動物,三井健一･植物)の計五人であ

った｡

以下の記述は98年8月の調査を元にしているが,とりわけギャソツ‑から南は長い間外国

人には入城が許されていなかったので,先行研究が少ない｡そこで,本稿は形式にとらわれ
ず,まず,目にできた内の,筆者にとって大事と思われる事項を素描的に述べ,次いで焦点
を絞り, ⅠⅠ.日程と行程ⅠIl.家畜の放牧に利用される平坦な草原を抱く周氷河地形, Ⅳ.

断層運動に伴う石材を利用する民家

Ⅴ.農業に関する予備的考察

について記述した｡ま

た,ラサと亜東の町を乗せている地形については別に報告した(吉田, 1999)ので,ここで

は省いた｡ ｢チベット｣は以下すべて中国表記の｢西蔵｣とした｡中国滞在期間は99年8月
7日から22日まで,実質的な踏査ができた期間は12日から19日までであった｡全行程紘
1,200km余になったが,通過や踏査した地点の高度は,ラサ3,600m,カンパ峠5,000m,カ
p峠5,060m,ヤム湖4,400m,ギャソツ‑町3,900m,シガツ‑市3,800m,ド‑チェソ湖

4,500m,パーリ4,300m,亜東2,800mであり,北緯30度以南の低緯度の高山地域,その中

100

の湿潤気候と乾燥気候の,水文や植生に著しい差がある地域を同時に訪れる機会を得たのは

実に幸いであった｡地形の高度差が大きくこれが生活や土地利用におよはす影響も大きい信
州に暮らす一住民の自分の目には,西蔵の人々の自然環境や生活形態がいろいろの面ですこ
ぶる示唆に富むものであった｡折りから中国各地を襲った洪水は西蔵をも巻き込み,あちこ

ちで被害を目撃したがこれは,自分には,乾燥地域の地形形成過程を実によく理解できる機
会にもなった｡ごく短期間に広大な西蔵の一部をかいま見ただけだが,信州という内陸山岳

地に暮らす住民の目で今後も西蔵の自然と人々の暮らしを見続けたい0
ⅠⅠ.日程と行程
98. 8/7 (金)松本一成田一北京,市内門前飯店宿泊｡

8/8 (土)北京一成都

成都市西蔵大飯店宿泊｡機上からも四川盆地の洪水被害が目撃

できた｡

8/9 (日)空路成都‑ラサへ｡ヤルザソポー川氾濫原のゴソガ空港着陸まで,好天に恵

まれ,横断山脈の壮大な眺望を満喫する｡眼下いっぱいに広がる山岳氷河の実物に
感じ入ることしきり｡
8/10･11 (月･火)西蔵第‑の都市,人口13万人‑93年

のラサに二日間滞在,宿舎は

西蔵賓館｡ポタラ宮,大昭寺,八廓街,色泣寺,それに西蔵大学を見学あるいは訪

問｡ポタラ宮から市街地を僻撤,ラサ市街地の地形が全部ラサ川の氾濫原上にある
のを確認｡西蔵大学では休暇中でスタッフには会えなかったが,ラサ川の畔の構内

を一巡,軍の車両がしきりに通過するラサ大橋に上がり,堤防や中州や橋を写真に
収める｡ラサには日本人観光客も多いが河川や堤防,さらに地形には誰も関心がな
いとみえ,こんな所を俳手回するのは我々だけ｡
8/12 (水)早朝雨の中ラサ発,ギャソツ‑目指し車二台の旅｡地元の運転手氏二人に登

山協会の重役の張氏と通訳,それと我々五人,計九人の構成である｡カンパおよび
カロ峠･5,045mを経由,ヤム湖と湖畔の鮮やかな黄色の油菜畑に感動,カロ峠で

は氷湊氷河の傍らを通過,こんな高所までヤクの放牧に来ている｡カロ峠からしば

らくは平坦地,下る程に険しく深い峡谷になる｡河畔の露頭は厚い砂凍層｡棟の大
きさは極めて不揃い｡砂も多い｡峡谷の出口近くで発電所の建設工事をしていた｡
年楚川沿岸の開けた盆地に出ると一面の麦畑｡縦横に潅概水路が巡っているが,そ
れが洪水で壊れ,泥水が道路まで来ている｡夕刻ギャソツ‑県賓館着｡ラサ,ギャ
ソツ‑,シガツ‑の各盆地はいま雨季だが,夕刻から夜半に雨,早朝から午前は曇
り,昼頃から日が射すという共通したパターンの反復｡しばしばこれが雷雨になる｡
日射で湿気を伴った強い上昇気流ができ,上空で拡散冷却,降雨となるのか,など

と,数量の裏付けのない理屈をこねてみる｡ 86年8月,内陸乾燥山岳地北米ソルト
レイクでよく似た降雨パターンを自分は経験した｡ソルトレイクでは,毎夜来るこ
の雷雨をCloudBurstといい,モンスーンでないが,湿気はメキシコ湾から入る,

と水管理区の報告書に記述されていた｡西蔵と北米と,両者の共通点はどういうこ
となのか,以来気になったままである｡

8/13 (木)白居寺見学後亜東目指し本日も車の旅｡年楚川に沿う道路を上流へ向かう｡

南部西蔵高原の自然と住民の生活.‥ 1998年8月の旅

101

増水が激しく車を濁流に乗り入れることしばしば｡昼,軍の検問所を通過,年楚川
の源流をなす,湿地をいだく広い平坦地の草原を通過,ド‑チェソ湖の畔を経て14
時過ぎにタン峠を越え,インド洋側斜面に入る｡ 15:00,高度4300mのパーリにて
昼食後チュソビ渓谷を一気に2,800mの亜東まで下る｡ 17 : 00亜東県機美招待所到

着｡軍関係者の利用が多いとか｡夕食後調査の相談,亜東入りして初めて中印間の
きびしい緊張を知る｡亜東の町と町から下流を調べる当初の予定は許可が得られず
変更,亜東から上流側だけの調査に切り替える｡我々が,今年亜東入りした最初の
外国人とかで,公安はじめ町の人々は皆我々の事を知っている,不審を招く行為は
慎まれたいと念を押される｡我々は,向こう様のしっらえたメニューどおりの行動

しかとらずそれ以外よこしまな関心はないという,ただの観光客ではないのだ｡植

物･動物も含め外国の調査の多難さを再認識する｡
8/14 (金) 9 :00から自然班はド‑チェソ湖畔の調査に出発,筆者は午前中メイドさん

に同伴を頼み市場の仕入れの手伝いの名目で雨中の町を歩き,地形と町の骨格のお
よそをつかみ,市場の品物を覗く｡朝市はすでに終わりちかく,羊肉,白菜に似た
菜,ササゲ,小さい辛いピーマン,ネギ(ニラ?),青リンゴなどが売れ残ってい

た｡品物には値札があり, ｢正価で売ります｣の添え書きがあった｡宿舎に帰り,

記憶を頼りに町のおよその地図を描く｡要注意の行為だろう｡だが真剣になれば,
あまり距離の狂わない地図が書けるものだと,後日思った｡民家の建築はパーリ

共々,木石混合だが,屋根は渓谷地域にだけある｡表通りの店に,日本の宿場にも

ある持ち送り構造を発見する｡水道はかつて日本にも沢山あった共用栓で住民はバ
ケツで水汲みに来,洗濯したり,井戸端会議をしている｡
夜情報交換のため全員集合,ド‑チェソ湖でカエルがつかまる｡オクマジャクシ
は前回の96年に採取したが, 4400mもの高地でどうやって生活しているのか｡ただ,

餌の昆虫もいろいろいるらしい｡今回作物に関して詳しい調べができなかったが,
西蔵自治区地図冊(西蔵自治区測絵局, 1995)の紹介するデータは以下のようであ
る｡パーリ付近の平均高度は4,300m,年降水量は410mm,作物の生育期間は150日

で降霜日数は280日｡亜東付近は平均高度2,800m,年降水量873mm,作物の生育期
間は210日,降霜日数は160日である｡

8/15 (土) 9 :00から全員でパーリ‑.競馬のお祭りを兄がてら,動物班は昆虫を中心

に,植物班は乾燥性草原植生,筆者はパーリの小学校と民家,午後は気象台と草原

の地形を調査｡草原の末端の低所には湿地があり,人々はそこで泥炭を掘り,積み
上げて乾燥させ,家畜の囲いや燃料に使っている｡民家の構造は,二階が居間で,
建物を覆う屋根がなく,平な二階の床がもう一段天井に乗った形で,隅を僅かに傾
斜させ,樋で雨水を排除する｡油紙と粘土を敷き,天井で部屋を密閉するのは,通

気を図り屋根をのせる亜東とは明らかに違う｡
パーリの草原の北偶に小高い,頭の平な横方向にのびる丘があった｡気象台の北
東の山麓部にもあった.側‑行ってよく見たいというと,ブータンとの国境地帯で

あり軍事施設があるので接近できないとの張氏の説明であった｡見通しの利く所は
すでに重要目的のため管理されているのだ｡自分は風成の砂丘状の高まりと思う｡
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夕刻亜東に戻り全員で町に出る｡昨日の自分の地図が大きな誤りのなかったのを
確認｡

8/16 (日)自然班はパーリ北方のタン峠を越えチョモラリB.C.へ,筆者は町に残り,

招待所の職員と散歩の名目で商店を覗いて歩く｡市場の青りんごが町の通りの裏で
栽培されているのがわかる｡家具屋で黒い漆器の塗り物を作っているのを発見｡
8/17 (月)チュソビ渓谷を全員で下りながら調査｡動物班は魚類と水生昆虫,植物班は

植生調査と標本の草本類採取,筆者は地形と土地利用や家屋を見る｡チュソビ渓谷
は区間毎に河床の傾斜の緩急がはっきり分かれ,緩傾斜地は土砂が堆積した広い谷

底で放牧地や畑地で,河川が蛇行した小さい三日月湖もあるが,そこを出ると急流

が岩を噛んで走り,両者が互い違いに現れる｡低角南上がり北落ち型断層の活動と
差別浸食を受ける岩石の浸食量の違いによるものと思われる｡さらに,河川をせき
止める地滑りも,これに関与している｡急流の部分は小さな発電所に活用され,地
元のはかパーリ方面にも送電されていた｡

写真1チュンビ渓谷の急流を利用

写真2

断層に由来する崩壊地と段々

した発電所の送水管｡

畑｡板ぶき石置き屋根もある｡

8月17日

8月17日

筆者撮映｡

筆者撮映｡

写真1.は峡谷の急勾配利用の発電所の送水管で,手前の木立を透かして白い流れが見える｡
破砕帯の発達のためであろう,花園岩がマサ化した状態の所では御影石の採石場があり,大
規模な地滑りの跡地の斜面が耕地化して壮大な段々畑が広がっていた｡写真2.がそれであ
る｡写真2.の前景に石置きあるいはトタン屋根の民家が見える｡集落は木立に囲まれ,針

葉樹に広葉樹が混じり,日本のどこかの山村の趣である｡亜東とパーリのはば中間の地点で
ある｡なお,この集落のすく小背後,画面の右手奥に写真1.の発電所がある｡
御影石の用途は実に広く,村人は節理をもとに小さく割って家屋の壁材,塀,敷石,畑畦,

河川の橋,堤防,水路の取り入れ口と多量かつ多様に使っていた｡

夜,亜東国境管理部担当主任の次仁氏を招きお別れパーティー｡厳めしい役職名と逆に実
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に温厚な老人｡長野県山岳協会の人々をよく知っているとか｡
8/18 (火) 6 :00亜東機美招待所を後にギャソツ‑経由シガツ‑目指し出発,宿舎従業

員一同我々一人一人の首に道中安全の祈りを込めお守りの布(タルチョ)をかけて,
あたたかく送ってくれる｡ 9 :30パーリにて朝食, ll:00ド‑チェソ湖手前の農家

にて家屋の構造や生活の話を聞く｡半農半牧,三世代が同居,パーリで見た学校の

先生の家と違い,土が外壁にかなり多く使われている｡窓の形は西蔵に共通のもの
で大きいが,これを除くとアドべadobeの型に近くなる｡家は二十年くらいで改

築する,近所の人が皆で手伝い,費用は材料費500元,木材は亜東から来る,暖房

と炊事は同一の熱源｡燃料は乾かした羊の糞,市販の鉄製のストーブの煙突は寝台

の下をまわしている｡毎朝祈るという別棟のきれいに整頓した仏間が印象的だ｡家
の中まで入れてくれたことに感謝して辞す｡
11 :30‑12:30,ド‑チェソ湖畔にて植物･動物･地形の調査｡湖の北西部に極

めて平坦な三角洲がある｡一面に湿地性の草に覆われているが,地面は予想外に固
い.筆者が入手した2枚の0.N.C.図は幸運にも写真の撮影年次を異にし,それか

ら考えると,今年は雨が多いので水面が広いが,少雨年には縮小し,湿地になるら
しい｡故にド‑チェソ湖の湖底は浅いのであろう｡三角洲の地面が囲いのも湖が時
に縮小する事と関連していよう｡ここでいう, 0.N.C.図とは, International Civil

Aviation Organization (国際民間航空機関,カナダ,モントリオールに事務局)

の定めた基準で作られた1 : 1,000,000航空図のU.S.版のことで, Operational
Navigation Chartで,ド‑チェソ湖については, 1972年と1984年撮影の衛星写真

があり, 1972年の写真で作成された地図には湖がなく大きな湿地が描かれ, 1984年
の写真による地図には,湖が描かれている｡ 14,649feet (約4,400m)と湖面高度

の記載がある｡ 72年の写真には湿地だけで湖が写っていなかったと思われ,湖の水

深の浅いことが考えられる｡
水面が大きく変動するのなら,どこかに段丘の痕跡があってよいのだが,この時
には兄いだせなかった｡写真3.が北から撮影したド‑チェソ湖である｡対岸まで

およそ10kmある｡往路ここを通過した際,対岸の山の末端まで氷河の来ているのを

写真3

北岸からみたドーチェン湖｡
8月18日正午

筆者撮映｡
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確認したが,帰路の撮影時には霧が出,見えなかった｡
12:30,ド‑チェソ湖を後に,ガラ湖を左後方に過ごし,広大平坦な草原の康馬
県に入り,年楚川に沿ってギャソツ‑町までひたすら走る｡年楚川はモレーンに由

来する莫大な量の堆積砂裸の末端を削って流れる｡かつて堆積したモレーンが周氷

河作用でさらに下流側へ動き,それを谷頭を伸ばしてきた年楚川が盛んに｢掘り出
して｣いるのである｡下るほどに深さを増す谷の両側は厚い砂疎層の断面,そして
道路はもちろん,麦畑も石ころだらけである｡どんな農具を使うのか｡ヤク,午,

馬の群を何度も追い越す｡放牧地間の移動なのか｡農家の周囲の石垣の中には,千
羊や子山羊が見えた｡ギャソツ‑の盆地が近づき高度が4000mを切ると農家の周り

に木立が現れる｡人の住む所にだけ,緑がある｡康馬県からギャソツ‑県に入り傾

斜が緩やかになると河原には大量の砂が現れる｡だが年楚川から道路が離れ,扇状
地の末端の様子はわからない｡支流の様子から推して,治水工事では天井川に悩ん
でいるのではないか｡ 15:30,ギャンツ‑にて昼食,さらに2時間半, 90kmを経て

18 : 30,ようやく到着｡途中では潅概の幹線水路が大水にやられ,道路も各所で冠
水し,来た時よりさらにひどかった｡これは乾くとすごい嘆の道と化す｡シガツ‑

市はラサに次ぐ人口8.2万人の都市,またヤルザソポー川上流域の交通の要衝だけ
あって,欧米人の登山や観光客が多い｡豪華なシガツ‑飯店に宿をとる｡夜,例に
よって雷雨｡
8 /19 (水)シガツエーラサ間250km余を移動｡朝食後Zha Shen Lumbu寺を見学後給油,

一路ヤルザソポーに沿ってラサを目指す｡シガツ‑市の市域はヤ川沿いに東へ80km
も伸び,この区間,ヤ川の川幅が10km近くあり,平素は何本かの分流をなしている

のが,折からの増水で水が川幅いっぱいに満ちて流れ,雨で対岸が霞んでよく見え
ない.水が退けば広大な氾濫原となるのだ.車で走る,こちら右岸の氾濫原から一

段上の平坦地に河畔砂丘を発見した｡付近に支流がなく,村も見えない｡周囲が開
けているので,少しの風でも砂が簡単に動くのだろう｡耕地は平坦で広ければいい

とは限らず,平坦地でも川と高さが違えば水が引けず,狭い傾斜地でも潅概可能な
ら耕地になるという当たり前の事にあらためて気付く｡シガツ‑市街から80km東の

市域の境界は地形が大きく変わる境界でもある｡ヤ川の広い氾濫原は終わり,流れ
は一本になり,ここからは深い峡谷が尼木県までまた80kn余続く｡川幅は300mも

なく,おそらくはその分下刻が強く,水深はかなりあり,濃茶色に大きく渦巻く水

が不気味である｡両岸は切り立った崖で,かろうじて開いた二車線の道路は舗装さ
れてはいるが,ガードレールはない｡我ら信州の,姫川沿いR.143の,洞門とガー

ドレールのありがたさを再認識する｡その怖い崖っぷちのあちこちに大小の崩壊が
あり,砂裸が道をふさいでいる｡年楚川のそれをもっと大規模にした状態で,崖の

断面は厚い砂裸層で,首を痛くしてねじ曲げて見上げるといまにも抜け落ちそうな

人の体より大きな磯があちこちに顔をのぞかせている｡峡谷の両岸がなぜ砂傑層な
のか｡ ONCの地図に答えがあった｡この区間は両岸にいまなお氷河を戴く5,500m

を越す山地が迫っている｡それで,氷河と周氷河作用で生産される大量の岩層が急
斜面をそのまま川の畔まで出て,たまっているのである｡ 15:00,ようやくにして
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峡谷をぬけ,ヤ川とラサ川の合流点,曲水に着く｡ここも水つきがひどく,床下浸
水の家屋の方が無事なのより多いほどだった｡遅い昼食をとり, 16:30,西蔵寅館
着｡

8/20 (木)ラサ滞在,自由行動｡午前中大昭寺の周りの八廓商店街を歩く｡若干の土産
物を買う,こちらで何も言わないうちから日本語で話かけられ,呆れる｡
8/21 (金)西蔵賓館6 :30発,ゴソガ空港9 :30離陸,成都へ｡空港までの道路の冠水

もひどい｡空港はヤルザソポー川の広い氾濫原に作られ,滑走路からも近くに水の

来ているのが見えた｡離陸すると洪水の様子がさらによくわかった｡段丘地形が,
あるのだろうがなかなか自分には兄いだせず,支流の扇状地の先端がそのまま氾濫
原に臨むように見えた｡ギャソツ‑ (おそらくシガツ‑も同様か)と同じく,耕地

の被害は,ヤ川の勾配が緩やかなので,逆流した水がひたひたと水位を上げ,作物

を水没させるそれのようである｡本流の中央部分には上流から運ばれる砂が大量に
たまり,水が退くと乾燥し風で移動するのであろう｡
8/22 (土)成都一北京

ⅠIL

空路移動,略

8/23 (日)北京一成田‑松本

空路,略o

周氷河地形と平坦な草原

カロ峠を西に越え,しばらくギャソツ‑側に下った地点と,康馬県の年楚川上流の源頭部,
あるいはド‑チェソ湖の周辺,さらにパーリ南方の亜東川源頭部は,それぞれ湿地のある広

大かつ極めて平坦な地形をなしている｡地図1と写真4には,年楚川上流の地域とド‑チェ
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ソ湖付近の平坦地を示した｡こうした広い平坦地は何か｡またどのようにしてできたのだろ
うか｡このような平坦地の一つ,観察できたパーリ周辺の平坦地の場合を述べる｡

その前に一般的事項にふれると,西蔵自治区測絵局(1997)の紹介するパーリの高度は気
象台の地点で4,300mである｡同様にして,降霜日数は280日,無霜日数150日である｡年降
水量410mm,年平均気温‑0.1oC,月平均気温は, 6月6.8oC, 7月7.7oC, 8月7.3oCである｡

理科年表(丸善)によれば,降雨は6月から9月までの4カ月に集中, 75%が降ってしまう｡

油菜と麦があったが,どちらも丈は短く,麦は青刈り用,また油菜も油は採らずに菜として

食べているようである｡かくしてパーリほどの高度では,地表近くまで凍土の影響を強く受
ける｡

町を中に挟み,南から北へ,平坦地を貫いて未舗装の幹線道路が走るが,路面に敷く砂利

を採った沢山の穴が道路にそって行儀よくならんでいる｡穴の露頭の断面は最上部が草と薄
く黒い腐食土,その下が砂混じりの粘土,その下は厚い,円磯からなる砂礁層である｡ 8月

15日,パーリで競馬の祭りを見学した際直接観察できたが,腐食土の下の砂混じり粘土は存
外固い｡雨季で,近くに小さな水流が出来,そこを車が横断してもごく浅い轍が残るだけで
沈まないのは意外であった｡水流の掘った断面も粘土であった｡せいぜい1,000mていどで

西蔵はど高地ではないが,筆者は1986年9月,北米ユタ州ソルトレイク市郊外の空港付近の

湿地で似た状態を観察したのを覚えている｡ここも乾燥が激しく,融雪水の来る春から初夏
には大塩湖に没する湿地だが,夏,湖面が縮小すると,それまでの湖底の粘土からも蒸発で

水が激しく奪われ,粘土層はたちまち収縮して固く締まった状態となるのである｡おそらく
ここ西蔵高原のパーリでも乾燥がきついので,よく似た過程を考えてよいと思われる｡粘土
層が固く締まり,乾燥して,しかし草の根がよく張っているので,この平原はマ‑モットが
多く棲息し,例によって縦横にトンネルを掘っている｡さらに,フリーズドライの作用も考

慮に入れてみると,厳寒の冬季にも,表層付近の水分が,凍結のため粘土から奪われること
があるかもしれない,が,これは突拍子であろうか｡
その粘土はどこからどう,やって来たのだろうか｡
後氷期の現在でも,高度4,000mを越せば,凍結と融解の反復と,それに重力が働いて,

その結果,はじめは凹凸の大きかった地形が次第にのっぺりした状態に変わって行く(貝塚,
1977)｡今回の旅では目撃の機会はなかったが,チベット高原北方のタクラマカン砂漠に臨

i≡璽

写真4

パーリ北方の平原から北を望む｡
8月15日

筆者撮映｡
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む岸谷山脈の北斜面の地方では,夏季,午前中は渡渉の容易な小さな渓流が午後には一変し
て激流渦巻く流れになるという(大場, 1989)｡あるいは,高度4,500m以上になると永久凍

土が地表近くまで残り,夏にはそのため道路も泥棒と化す,という(長野県山岳協会,
1991)0

写真4.はパーリ北方の平原から北を望んだもので,左遠景はチョモラリ峰に続く尾根で

ある｡中景の低い丘陵状の地形は氷河末端の堆積物である｡前景の平坦地は周氷河作用の結
果移動した岩層からなり,草原の表面付近は砂混じりの粘土,さらに下は厚い砂傑層である｡
撮影地点の高度は約4,400mである｡

広大な平坦地の下の永久凍土は気候が寒冷な時は地表まで来たことであろう｡平坦地を囲
む周囲の山地の地中からは,凍結と融解の反復で細かくなった岩層ともども,氷河末端まで

運ばれた大量の粘土が融解した水でより低い平坦地へ移動したであろう｡くだんの粘土や砂
疎はもともとは山腹を削る氷河の作用でできたものである｡莫大な量のそれらは,はじめ,
モレーンの末端で,いったん停止した｡だが,後氷期になっても,高度4,000m以上の西蔵

高原では,凍結･融解の作用が季節の移り変わりの中で反復された｡凍結と融解の反復が重
力と一緒に作用すると,傾斜地の上部では侵食を,下部では堆積を進行させ,しまいには全
体をのっぺりとした状態に変える｡これが流土(ソリフラクション)である｡平坦地ができ

てなお,凍結融解が継続されると,あるいは地中に永久凍土が残っていると,それらの融解

時にできる水が小さな軽い泥の粒子や砂磯を地表に押し出し,重い大きい砂傑はより下方‑
沈み,入れ替わる｡これが地表にも幾何学模様を描き,構造土と呼ばれている｡乾燥の激し
い西蔵高原だが,流水の作用を受けて移動する砂磯も多く,したがって平坦地の地中から道
路の材料に掘り出される砂磯の角はとれ,円傑となっている｡

もっとも,細かい疎や粘土を全域に拡散させるのは流水の作用だけではない｡草原の表面

近くにまんべんなく細かい砂磯や粘土がある状態の原因に,乾燥した時の風の作用が考えら
れる｡氷河が後退し気候が温暖化して,植生が侵入して来るまでの間,むきだしの地面は日
光にさらされて乾燥し,そう強くない風でも細かい砂磯は容易に移動できたのではないかo

その風は砂磯から砂や粘土を分離し,粘土を広い範囲に拡散させたであろう｡粘土より重い
砂は風で吹き寄せられ,平坦地の風下の一隅に砂溜まり,砂丘,を作ったのではないか.こ

写真5

チュンビ渓谷源頭部付近｡
8月15日

筆者撮映｡

写真6

パーリ気象台構内に積まれた泥炭｡
遠景の山に∪字谷と懸谷がみえる｡

8月15日

筆者撮映｡
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の小高い高まりは絶好の監視所となるらしく,あの高まりに行きたいと希望しても,軍の施
設があるので,と断られた｡残念であった｡

いまや,この広い平坦地は,夏の間,家畜たちの好個の放牧場である｡夏だけの小さな水
流は家畜の飲み水になる｡見通しがよいから,家畜の監視にも都合がいい｡写真5.はチニ
ソビ渓谷源頭部付近で,パー1)の南寄り10knの地点である｡高度は4,000mを切るがパー1)

付近のそれより草丈が大きいのは南寄りで雨量の多いためであろうか｡雨季で川が増水し,

泥炭地が削られている｡蛇行跡が見え,緩勾配である｡山麓の黒い列は泥炭を積んだ土手で
夜間の家畜の囲いである｡山地は周氷河作用を受け,尾根も山腹ものっぺりしている｡

泥炭はパーリの町でも見かけた｡積んで乾燥させ,燃料にしていた｡写真6.の遠景の山
に, U字谷と懸谷とが観察できる｡

Ⅳ.住居と自然利用
1.石材の調達と加工

住民の使っている石材は花園岩が主で,一部に大理石もある｡西

蔵自治区測絵局(1994)によれば,南を亜東県,北をギャソツ‑県に限られた,車窓からほ

疎だらけに見えた康馬県は花尚岩や大理石の鉱脈に恵まれ,石材加工が工業で重要な部門に
なりつつある,という｡幹線道路に接した大きな大理石加工工場を車中からも目撃できた｡
大理石の採石現場は今回は見ることはできなかった｡花園岩はチュソビ渓谷の至る所に採石
場があり,所定の寸法に割られた石がたくさん積まれていた｡石割作業をパーリの町で見た｡
まず節理にそって長柄の鉱状の/､ソマ‑を振り下ろすo

それから小さい‑ソマ‑をあて,所

定の寸法に割っていく｡実に簡単なものである｡大理石のような研磨をせず,そのまま使っ

ている｡所定の規格のものは大半が民家や橋や水路の取り入れ口のような建材に,あるいは
道路の敷石になる｡端切れは畑の畦,堤防,民家の塀と,これも用途はたくさんある｡
2.民家の構造

調達した石材で民家を造る｡チュンビ渓谷と,それを北に上がりきった

パーリ以北とでは,屋根や窓の囲いや大きさがだいぶ異なっている｡まずパーリの民家の場

合から述べる｡パーリの民家は亜東とかなり違う｡二階の平な天井がすなわち屋上で,密閉
性を重んじ,湿潤高温な世界の,雨よけ,日よけの覆いで通気性を重視した我らの世界の
｢屋根｣はない｡写真7.はパーリの,幹線道路に画した民家である｡居間は二階にあり,

写真7

パーリの幹線道路に面した民家｡屋上の四隅に魔除けの飾りがある｡
8月15日

筆者撮映｡
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天井を密閉し,屋上は平で雨水の処理のため僅かに傾斜させるが,我々の世界のそれである

家屋の覆いとして機能する屋根はない｡
パーリでは学校の先生の家を訪れた｡住居は隣近所も皆二階建てで,外壁はセメントか粘

土で接着した石材で壁が柱でもある.木材は床の支持だけに使い,一階と二階は別の木材で
ある｡屋上についてみると,細い,切れ端の板材を格子状にうまく組んで天井板とし,その
上に油紙,粘土をきっちり敷き詰め,防水して四偶に樋を付け,雨に備えている｡この意味

での屋根はある｡これは壁だけでは支持できないから,支柱に木材を使う｡二階の居間の床
も切れ端の板材をうまく使い,しっかりして気密性が高いo室内の壁は械雀や板材で飾り,
保温を工夫している｡壁はすべて積んだ石材である｡石の隙間には,最近はコンクリートが

詰められる｡隙間を埋め,また接着材でもある｡伝統的には,粘土が使われていた｡壁が石
材であり,接着剤が粘土というのは亜東も同様である｡
一階は薪や農具や干し草の物置で居間には使わない｡仏教では人の頭の上を歩くのはいけ
ないと先生の奥さんが笑って話してくれたが,むろん二階が居間なら断熱効果は大で燃料も
節約できる｡居間の小さなストーブで炊事もする｡暖房もこれで十分という｡かたや,帰路

に立ち寄ったド‑チェソ湖近くの農家は三世代同居,農業と牧畜の両方で生活しているせい
か,燃料(羊の糞)は沢山あり,オンドルに似たストーブを一階に置き,そこが広い台所と

居間になっていた｡こちらは大きなストーブを炊事と暖房に使うので二階も暖かい｡パーリ

の民家は核家族用なのだろうか｡

亜東の民家は木材の使用が増える｡屋根も木材を組む切妻となる｡石置き屋根もよく目に
した｡亜東の町には信州の宿場でおなじみの出梁構造もあり,壁の脇に薪を積んだ様は我々
のかつての住居の様に酷似する｡写真8.がそれで,木曽の雰囲気さえ感じられる｡

写真8

亜東の通りに面した民家｡
持ち送りの構造と積んだ薪,
ー階と二階の柱が違ってい
るなどが興味深い｡

8月15日

筆者撮映｡

写真9

亜東近郊の民家｡石を積ん
だ壁,窓の型や大きさはパ
‑リに似るが屋根がちがう｡
8月15日

筆者撮映｡
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亜東は歴史的には西蔵‑インド間の重要な宿場であった(マクガヴァソ, 1943)｡写真9.

は亜東から北‑5kmはどの村の民家である｡天井を空け,屋根を載せるが,壁は石を積む｡
石はいろいろに使われ,手前の山は石材のストックである｡

だが日本と違う点もある｡亜東でもパーリ同様石材が柱の代わりをし,一階と二階は別々
の木材である｡詳しくは調べていないが,こうした構造は地震には弱いように感じた｡パー

リの学校の先生の給与は月1000元と聞いた｡家の建築費は材料費が約500元という｡社会体
制の違いといえばそれまでだが,家など,壊れたらまた作り直せばよいのだろう｡

Ⅴ.西蔵の農業の予察的考察
土地利用という人が関わる中身を収めている容器が地勢である｡西蔵のこの容器は河谷の
作った低地である｡その属性は,二つの用語,横谷と縦谷に集約される｡ヒマラヤ山脈の背

面を上流から中流域で東西に流れ下る大河ヤルザソポー川の河床の傾斜が概ね緩やかで河谷
が広いのは,縦谷だからであり,西蔵東南部の,横断山脈にはさまれてサルウイン,メコン,

長江,の三本の大河が峡谷を激流で通過するのは,横谷をなしているからである｡ヒマラヤ

山脈が南北方向に断面をとると急傾斜でヒソドスタン平原に臨むことはここに詳しくふれる
までもない｡実はこれらの事どもが,以下の次第で耕地面積の分布を直接左右するのである｡
四川省成都で発行された『西蔵旅行指南

A Guide to Tibet Travel』によると,西蔵で

も東南部の林芝(リンチ‑)地区察隅(ツアー‑イ)県はヒマラヤ山脈と横断(‑ソドゥア

ン)山脈のちょうど隙間に位置し,ヤルザソポーの支流察隅河の河谷を占め,北緯28度で平
均高度が2,500mなので,気候は四季を通じ温和,県内では稲作をはじめ茶,リンゴ,そし

てバナナも豊かに実る,という｡地図2

に察隅県がある｡中印間の重大な懸案事項である

マクマホンラインがこの察隅県の南をかすめて走るのは周知のところである｡本稿では中国

側の示す国境線に従う｡さて,かかる温暖多湿の地域は,西蔵ではごく僅かな地域に限られ
る｡すなわち,南北方向の谷は傾斜がきつく幅も狭いからである｡
西蔵自治区測絵局(1995)によれば,自治区の人口は1993年現在で230万人,民族別には
蔵族217万(97.4%)で,漢族は6.63万人にとどまる｡中国全国土の13%の西蔵エリアに全

人口の0.2%が住んでいる｡同じ資料に,農業人口197万人,非農業人口31万とある｡このた

びは筆者は｢農家｣のどこかに必ず相当数の家畜がいるのを何回も見たので, ｢農業｣は家
畜を伴うものと理解してもよいと思う｡上記資料では,家畜のいる農業の,慶地の,自治区
の総面積は36.05万ha,対する牧草地の総面積は6,479.68万haである｡家畜の助けを得なが

らであろうが,西蔵地区はかつて,また,今,穀物の自給をなし得てきた(Matuda,

1986)｡穀物自給の達成が政治上さまざまな意味あいを持つであろう事は想像に難くない｡
この中で,潅概農地の面積は25.57万ha,潅概率は71%である｡森林が意外に広く, 717万ha

ある｡もっとも,何を森林とするのか,疑問は残る｡自治区全71県中,森林のあるのは30県
である｡家畜の頭数の資料は今回は得られなかった｡ Matuda (1986)によれば,総頭数は
1952年の974万頭から1980年の2350方面‑増加した｡その内訳は,ヤク305万頭,羊1220万頭,

山羊586万頭,牛117万頭,馬を含むその他117万頭という｡

マクガヴァソ(1943)は,西蔵の土地利用は地勢,とりわけ高度の如何で決まる,という｡
彼は｢ロン｣, ｢ドロ｣, ｢タン｣という,住民の三つの呼称を紹介している｡最初の｢ロ
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ソ｣は河谷に近い堆積土砂の多い土地,次の｢ドロ｣は周氷河作用を被った平坦地,最後の
｢タン｣は荒野の意という｡ロンは耕地向きの土地で河谷が広くなる3,500mあたりから始
まり,高度の上限は4,000m,ドロは一部に河川の谷頭浸食がおよび,下部に移しい砂磯が

堆積している平坦地で,高度の上限はおよそ5,000mで放牧地に利用される草原,タンは

5,000mよりさらに高い,氷河の末端に近く植生も乏しくなる荒れ地,とそれぞれ置き換え
て理解できよう｡

大河ヤルザソポーはヒマラヤ山脈の背面を東西に1,200knにわたって流れ,その東端で突

然急角度で南西方向へ折れ曲がる｡西蔵自治区東部を北から南へ横断山脈が走る｡この山脈
中にあたかも紐で束ねて括られる如くに相寄って三本のこれまた大河が北から南へ深い谷を
うがって併走する｡西から東‑順に,サルウイン(怒河),メコン,そして長江(金沙江)
で,地図2に示したとおりである｡
耕地面積の中国の単位は畝(ムー)である｡ 1畝は0.066haにあたる｡そこで,西蔵自治

区測絵局(1995)の数字をもとに,ごく大まかな耕地の分布を示したい｡西蔵は2市と71県
で構成されるが,これら県や市は,行政上,ラサ市区･那曲地区･昌都地区･山南地区･シ

ガツ‑地区･阿里地区･林芝地区の7地区にくくられている｡はじめに耕地面積を地区別に
みる｡留意しておくべき点として,元の資料では,耕地面積の小さな県は値の紹介がなく,
資料に示された県の累計は自治区の総耕地面積360,500haのうち, 60%にしかならないこと

がある｡そこで大ざっばを覚悟で耕地面積の表示のある県で分布の見当をつけるしかない｡
これをまとめたのが表1である｡また地図2には3,000ha以上の耕地のある県の分布を示し
た｡

表‑ 1西蔵自治区の地区別耕地面積

西蔵自治区測絵局(1995)に記載のあるものを筆者が集計｡
おおまかではあるが,地区と県の単位でみた耕地の分布の状態はなんとかつかめるであろ
う｡

なお,筆者らの訪れた亜東県の耕地は790haで,この地図には記載されていない｡

地図2

に示す地区の位置もあわせ参照されたいが,那曲地区は西蔵高原北部に,阿里地区

は同様西部にあり,それぞれの地勢ははば全域が,大きい高度に由来する荒れ地すなわち
｢タン｣に相当する｡シガツ‑地区はシガツ‑市とギャソツ‑県を含み,河谷が広いうえ,

耕地を収める盆地も広がっている｡昌都地区は自治区の東部で,三本の大河とその支谷が,

細長いが高度の小さな耕地に適した地勢を作っている｡ラサ市と近隣の県はラサ河両岸の河
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谷が広い氾濫原をなして耕地の入れ物になっている｡山南地区もラサ市地区に似てヤルザソ
ポー本流の作る氾濫原に耕地が広がっているoそしてヒマラヤの山並みに近く高度の大きな,
広い河谷のない南部には耕地もないようである｡地図‑2の耕地が3,000haという広さは,

長野県の千曲川右岸,須坂市と小布施町の田畑を合わせたくらいになる,とすれば少しイメ
ージしやすいのではないか｡地図‑2により,おそらく最大の広さの耕地があるシガツ‑市

とギャソツ‑県とは,ヤルザソポーと支流の年楚川の両岸の河谷に加え,構造性の盆地も耕

地の入れ物として一役買っている｡東部の昌都地区は先の三本の大河に貫かれているが,耕
地は大河の上流寄りにある｡ここ‑はいまだ,下流側から上流河へ進む河川の下刻作用が十
分には到達していなく,なだらかな斜面があるようにみえ,それが耕地に利用されているの

であろう｡それとは対照的に下流側は激しい下刻のため谷が深く狭く,耕地の展開が妨げら
れているようである｡ラサ地区はラサ川の広い河谷と氾濫原が耕地の入れ物となっており,
山南地区の耕地も河谷の広いヤルザソポー川に寄っている｡
冒頭に述べたが,西蔵自治区の耕地の潅概率は70%である｡利水の便は河谷沿いに限られ
るようである｡耕地が3,000ha以上ある県の数は,シガツ‑地区10,昌都地区6,ラサ市区

5,山南地区4,林芝地区4で,この数は表‑1の耕地面積の地区の計によく対応している｡
これからも,シガツ‑地区は西蔵自治区の穀倉地といってよいだろう｡
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On the Peoples Life and Natural Environment
in the southern Tibet Highland
Takahiko YOSHIDA

Tibet autonomous region is in a rugged land of the world's highest mountains and
plateaus.

Most of the land is too high, too dry or too cold to attract settlers. The autonomous
region is populated by people who are not Chinese and amounts approximately 23millions
in1993.

Along the river valley among the most longest is the Yarlung Zangbo extenting east
‑west alignment semiarid basins are developed and wherever mountain streams can be

used irrigation is widely practiced.Wheat and barley are main crops and has been
produced self‑sufficiently for their domestic consumptions.

In the southern Tibet, We can distinguish three temperature and vegetation zones
that resulted in areas of peoples landuse and living conditions as follows :

Altitude above 4500m are zone of bare rock and snow where vegetation and settle‑
ments are very poor.

Altitude from 3000m to 4500m are zone of frost and alpine grassland where short

grasses are prevailing over. Well‑known Yak are pastured among sheeps, goats and
horses. Landscape of eroded by glacier and periglacier actions are dominant all over

those areas. Mountain slopes and foothills are characterized by gentle and flattend
surfaces.

Altitude between 2000m and 3000m are cool zone where coniferous forests are

prosperous. Works of lumbering and wood manufacturing as well as some agrlCultural
production are conducted in this zone.

