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ベ トナムの農村を訪ねて

ベ トナ ム の 農 村 を 訪 ね て

上 野 正

美

(
琉球大学農学部)
は じめに

いが,本会会員の皆 さんを始め多 くの方に この

国際交流が活発にな り開発途上国の農業事情

国に興味を もっていただ くために敢えて紹介記

や関連す る研究事情 も身近な ものになってきた.

事を書 くことに した.本会ではすで に,第 7回

特に, タイ,イ ン ドネシアを始めとす る東南 ア

総会 (
昭和62
年 7月)時に行 った特別講演会に

ジア諸国 とは経済面だけでな く各方面で密接 な

おいて,九州大学農学部教授 ･松本重雄先生 よ

交流が行われている.また.中国 との交流 も天

り ｢ベ トナムの農業 と作物生産の可能性｣ と題

安門事件で一時屈折があったものの着実に拡大

して この国を紹介いただいている.この間 の変

しつつある.日本を含む これ らの地域 は今後世

化を知 る‑資料 になれば幸 いである.なお,詳

界経済の一大中心 となることが予想されており,

細な情報を得たい方 には,国際農林業協力協会

相互の交流 はますます密接 になろう.

発行 (
海外農業開発調査研究 ‑国別研究 シ リー

ところが このブロックの中心部 に広大な空 白
地帯がある.言 うまで もな く,ベ トナムを中心

ズNa45) ｢ベ ェ トナムの農業一現状 と開発の

課題‑｣が参考になろう.

とす るイ ン ドシナ諸国である.イ ン ドシナ戦争

本文 は,滞在中の聞 き取 りによるベ トナム農

終結後 (ベ トナム統一を意味す る), これ らの

業および農業機械化の概況 と,ハノイ近郊 にお

国々は我々か ら隔絶 された状態に置かれてきた.

ける リアルタイムな行動記録 との二部構成 と し

時折 ボー トピープル漂着のニュースが伝え られ

た.後者 は公式資料 などには表れないベ トナム

る以外にはベ トナムは極めて遠 い存在 とな って

農村の表情を理解す るのに役立っのではないか

いる.最近の国際政治の潮流変化 に伴 って, こ

と考え,長 くなるのを承知で付加 した.極力セー

れ らの国々の国際社会への復帰が進め られ るよ

ブしたっ もりであるが,かなり漫談風にな って

うになって きた.カ ンボジア安定化 に国連 が本

しまった.軽 く読んでいただきたい.

991
年1
2月 2
4日〜1
992
訪問 (
旅行 )期間 は1

格的に関与す るようになった今 日, この動 きは
急速 に加速 されるものと思われる.日本政府 に

0日で.ハ ノイ市 とホーチ ミン市,およ
年 1月 1

ODA) もスケジュールに上 り,
よる開発援助 (

びその近郊農村を訪れた.参加 メ ンバ ーは筆者

いろいろな意味でホ ットな地域になることが予

の他に筑波国際農業研修センターの研修指導員 ･

想 される.

桜井文海氏の 2名である.日程は次の通 りであっ

今回,機会あってベ トナムのハノイ農業工学
研究所を訪れ,わずかではあるが この国の農村
の状況を見聞で きた.乏 しい体験か らベ トナム

た,

(1
991
年)
1
2
月2
4日 (
火)那覇 晴れ,東京 ･香港 くもり

農業を正面か ら論 じる資格 (
気力) も資料 もな
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1
2月30日(
月)晴れのちくもり

成田一香港 (
キャセイパ シフィック

午前

航空)

ンビン省 ヒュエソ･イ ･エン町訪

1
2
月2
5日(
水)香港 晴れ,ハノイ くもり時々

問 (
ハノイより約 1
00km)
, タム

晴れ

町長より漕概 ･排水プロジェク ト

香港‑ノイバイ(
ハノイ)
空港 (ドラゴ

と機械化の概況の説明を受ける.

ン航空)

午後 小規模ポンプ場 と精米施設見学

空港よりハノイ農業工学研究所へ
午後

ラム所長 と今後のスケジュール等

1
2月31日(
火)くもり

の打ち合せ

午前 排転研究室関係者とディスカッショ
ン

研究所の概要の説明を受ける

ロータリ耕転の講義 (
桜井, スラ

1
2月26日(
木)晴れのちくもり
午前

ラム所長の案内で‑ノイ南部のニ

ラム所長よりベ トナムの農業,農

イ ド)

業機械化の説明を受ける

さとうきび作の機械化等 の紹介

VTRにて開発機械の紹介

(
上野,スライ ド)

午後 日本の農業機械化の紹介 (
桜井)

午後 筑波国際農業研修センターの紹介
(
桜井,スライ ド)

耕転用機械の紹介 (
桜井)
(1
992
年)

1
2月27日(
金)くもり時々雨,夜停電
午前 ハイ氏 (
耕転研究室長)の案内で,

1月 1日(
水)くもり

7‑ソン村 (
ハノイ南方)の見学,

午前 ハノイ市内見学, ショッピング

耕 うん機, 2連プラウなどを農家

午後 ポンプ関係者 (2名)との情報交

の庭でみる.

換,資料整理

午後 ‑ノイ南方のダイアン村訪問 (ダ

1月 2日(
木)雨
午前

ム氏案内)
,圃場で耕 うん機機 に

ラム所長の案内で,ホアビン (ハ

よるプラウ耕の実演,その後,役

ノイの西)の県庁訪問,農業など

所を訪問

の概況を聞 く.
午後 ホアビン･ダムおよび発電所の見

1
2月2
8日(
土)くもり,冷え込む,終日停電
午前 排転研究室のメンバーとディスカッ
ション

学

1月 3日(
金)くもりときどき小雨 (
朝方)

写真等を見なが ら説明を受ける.

午前 今後の交流についてディスカッショ

ロータリ耕転の講義 (
桜井)

ン

午後 沖縄の紹介 (
上野)

午後 動力研究室のメンバーに土の塑性
論の紹介 (
上野)

エジプ ト,ペルーなどの紹介 (
桜

日本における農業機械生産などの

井)

紹介 (
桜井)

土 と機械の力学などに関する質疑

1
2月29日(日) くもり,冷え込み厳 しい,停
電夜まで

応答

1月 4日(
土)雨(
ハノイ)
,晴れ(
ホーチ ミン)
午前 報告書にサイン

午前 フイ氏の案内で‑ノイ東部のニュー
ウイン村訪問,農家 3軒を見学

研究所‑ノイバイ空港‑ホーチ ミ

夕方 文化省次官 クァン氏の案内でハノ
イ市内見学

ン･タンソニット空港

1月 5日(日)晴れ
‑ 32‑

Vo
L8N
n11
9
9
2
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ホーチ ミン市内 (サイ ゴン地区)

ルタと南部のメコンデルタ地帯に集中 している.

見学

中部以北は亜熱帯性のモンスーン気候,南部 は

午後 資料の整理 と休息

熱帯性モ ンスー ン気候である.

1月 6日(
月)晴れ
午前
午後

2)農業生産

人口は約 6
50
0万人で急激 な人 口増加が続 い

ホーチ ミン市農林総合大学, ロッ
ク学部長訪問

ている.さらに山岳地帯が多いために平地部 は

ホーチ ミン市近郊の工芸センター

極めて高い人口密度 となっている.この内7
0%
以上 は農民で,農家戸数 は約 1
000
万戸である,

･
見学

1月 7日(
火)晴れ
午前

国家経済に占める農業 の役割 は極 めて高 く,

ホーチ ミン市役所,教育委員会訪

0%程度に達 し
総生産額の約 4割,国家収入の5

問

60‑6
00
ている.作物の中で米が最 も重要で,5
万h
aの水田において栽培 されてお り,1
9
88年

午後 民家訪問

1月 8日(
水)晴れときどきくもり
午前

の生産量は1
700
万 トン,1
99
0年 は22
00万 トン

ホーチ ミン市農林総合大学にて小

であった.現在 はさらに生産量が増 え,米 の頼

セ ミナー

入国か らタイ,アメ リカに次 ぐ輸出国に転 じて

日本 の農業機械化 の経過 の紹介

9
89年以降 1
00‑1
2
0万 トン
いる.米 の輸 出は1

(
桜井)

/年 となり,外貨獲得に役だっている.米 1ト

沖縄,大学,研究内容の紹介 (
上

ンは約 2
00ドル (日本 の 1/1
0程度 )で輸 出さ

野)

れている.モ ミ収量 は約 3トン/h
a(これ は 1
期作の場合,2期作ではこの 2倍)であ る.こ

午後 チ ョ〜レ一病院訪問

1月 9日(
木)晴れ

の他, トウモロコシ,カンショ,カッサバ.ジャ

午前 荷物の整理

ガイモなども多 く栽培 されている.これ らは畑

午後

地だけでな く稲作の間作 として水臼にも栽培 さ

タンソニット空港一香港

00
万h
aにおいて工芸 および原料作
れている.2

1月1
0日(
金)香港 くもり,東京晴れ
香港 ‑成田一羽田一那覇

物が栽培 されている.これには, ゴムをはじめ,
衣, コーヒー, ココヤシ,サ トウキビ等がある.

0万haに栽培
ゴムは最 も重要 な原料作物 で約 5

第一部 ベ トナム農業の概要と農業機械化

されている.

1.農業の概況

1)自然条件

3)農家経営

ベ トナムはインドシナ半島の東側 に位置 し,

農家 1戸当 りの所有面積 は次のようにな って

南 シナ海などに面 した S字形の細長い形状 の国

いる.これは後で述べる ドイモイで個 々の農家

3
万k
Jで,九州 を除
である.国土面積 はおよそ3

に分配 されたものだが,地域の農家数,家族数

いたわが国の面積 とほぼ同 じである.南北 に長

などに応 じて分けられているためにここにあげ

く,山岳が多いために,極めて変化に富んだ国

たものは平均的な値である.このように北部 と

土を形成 している.大 まかには,北部, 中部,

南部では所有面積に大 きな差がある.北部 は鉱

南部に分けられ,それぞれ特色ある風土を持 っ

工業がかなりのウエイ トを占めている.これに

ている.さらに,中部は東部海岸 と山岳地帯に

対 して南部,特にメコンデルタは生産性 も高 く,

分けることが多い.ラオス,カンボ ジアとの国

この国の穀倉地帯 となっている.

境地帯に沿 って南北にチュオンソン山脈が走 っ

北部

1
9.
5
0a

ているので,農業に適 した地域 は北部の紅河 デ

中部

3
0‑50a
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3
0
‑1
00a

を均等に割 り当てたにもかかわ らずすでに所得

北部の平均的な農家 (
北部全農家の5
0‑60

格差が生 じている.これは主に農家 の経営 の善

%)の収入は 4万 ドン/月である.ここで "ド

し悪 しに原因があると考え られる.農地 の売買

0
0ドン
ン"はベ トナムの貨幣単位で, 1円 ‑1

は現在のところ認められていない.なお,栽培

g当 り2
00
0ドン(
2
0
程度である.米の価格は 1k

作目の選択 は農家の意志にまかされている.

円)
, したがって 1カ月に2
0k
gの米代 に相当す
る.ここではインフレが激 しく,米の価格 は 1

3.農業機械化

k
g当り,1
9
89年で80
0ドン,1
990年で 1
2
00ド
ン,1
991
年で2
00
0ドンであ った.中にはかな

ついたばか りの状態 と言 って もよい.耕転関係

りの高収益をあげている農家 もある.平均的に

の機械についてはある程度の普及が見られるが,

みて,南部の農家の収入の方が北部の農家 よ り

全般には人力中心の農耕が行われている.収穫

0‑60%
も高い.全農家の5%程度 は高収入 ,5

作業および収穫後の調製,貯蔵に関 しては多 く

は中程度,残 りが低収 となっている.

の課題が存在するように見受けられた.ハ ノイ

農業の機械化はわが国の状況 と比べると緒 に

周辺の紅河デルタでは比較的 しっかりした濯概 ･

2.ドイモイと農業

排水施設が整備 されている.アジアモ ンスー ン

停滞 した経済活動を活性化 させるために ドイ

型水田農業 とベ トナムの社会構造に適 した機械

モイ (
刷新)と呼ばれる改革運動が始まり, 自

化体系のあり方を模索 しなが ら,機械化を推進

9
86年か ら導入
由経済 システムに近 いものが 1

する必要があることを強 く感 じた.

された.これは農業生産および農村社会に も大

1)機械の普及

きな影響を及ぼしている.

ベ トナムは最近に至 るまでソ連のコルホーズ,

農業分野における ドイモイの効果 として, 5

ソホーズと似た集団農場のシステムを採用 して

年前に比べると食捜生産が3
6%増加 したことが

きた.このような農場では トラクタの利用 を中

あげられる.ベ トナムが米の輸出国になったの

95
5
年 にソ
心 とした機械化が試み られてきた.1

も特筆すべき成果の一つとされている. ドイモ

9
66年
連より試験的に トラクタを導入以来 ,1

イによる農業形態の変化は次のようなものがあ

までに普及を図 ってきた.北部 は鉱工業が盛ん

げられる.

であったことも‑早い機械化を手掛けた要因で

(
1
) 農民の土地所有

00ha
/台を目榛に1
7000
あろう.集団農場では5

(
2
)管理方法 :集団管理か ら個人管理へ
(
3
)配給 (分配)法の変化 :自主生産

製)が使用 された.この他に 2輪 トラクタはベ

台の外国製 4輪 トラクタ (ソ連,オース トリア

これ らにより農家の生産意欲が高まり, これが

9
63
年に日本 よ り
トナム製が使用 されていた.1

全体の生産を押 し上げている.なお,従来 の集

2‑ 3台の トラクタも試験導入された.このF
E
l
1

団農場の組鰍 ま水管理,病害虫防除などの共同

南部の方 は全 く異なった形態であったことは言

作業を行 っている.生産物 は国,集団農場 の組

うまでもない.ドイモイ以降は北部 にあった 4

令,農家の 3着で次のような割合で分配する.

輪 トラクタの大半は南部に移されている.

国

1
2
%程度(
秩)

1
9
87
年の統計では,4輪 トラクタが1
7
000
台,

組合

1
2
%程度

2輪 トラクタは1
7
000台であった.現在 はこれ

農家

7
5
%程度

より約 1万台増加 し,計4
0000
台以上が普及 し

この分配比率は平均的なもので地域の農業事情

ているものと見 られる.動力源 としては,5
0万

を考慮 して決定されている.

0
台のエンジンが普及 しているが, これは 6‑2

地域格差は当然 として も,同 じ地域では農地

HPのものが主で,2
0
HP以上 の ものは船舶用
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4‑

Vo
L8N
m11
9
9
2

ベトナムの農村を訪ねて

に使用 されている.これ らのエンジンは日本製

らしている.

と中国製が多い.モーターは1
5
00
0台が普及 し

5)機械化のためのサービス ･研究網

000ヶ所にあ り農
ている.変電所 (
最業用)は2

(
1
) サービス部門

用電力4
00
0万kWhを供給 (
1
9
87
年) している.

00
万kWhが林業用に供給 されている.
この他 1

2)機械化率

機械化を推進 し,維持管理を行 うために全国

00ヶ所の機械化セ ンターと 1万 ヶ所以上 の
に1
ワークショップ (ポンプ, ス レッシャーなど)

平均横械装備は0.
5
4HP/ha(
総出力/面積)
程度である.作業別にみると次のようになる.

を設けてサービスに当たっている.これを支援
するために2
000名の中級 エ ンジニアと, また

0名の副博士 (サ ブPhD)
高級技術者 として5

o耕乗
云･整地関係の機械化率
北部

11
%

と 2名の正博士 (
PhD)がいる (
学位制度 はソ

中部

22%

連式で日本 とは異なる).

南部

45
‑5
0%

(
2
) 大学
0の国立大学の内,次の 3
ベ トナムにある約4

万haの水田の4
0% は排転関係
560
‑600

大学に農業機械化関係の研究室が設置されてい

の機械化を達成済みである.

る.

o虐政 ･排水

5
60
‑600
万h
aの水田の5
0%以上は漕概 ･

ハノイ農業大学 (
ハノイ市)

排水可能である.

ホーチ ミン市農林総合大学 (
ホーチミン市)

｡収穫関係

カ ンター大学 (カンター市,メコンデルタ)

1
5
0
万 haで脱穀機 (
動力 ･足踏み両用)

(
3
)研究所

使用 している.

ハノイ農業工学研究所

3)農業機械の導入希望

農業機械化研究センター (ホーチ ミン市)

経済的にゆとりのでた (
あるいは経営戦略的
に)農家が購入する機械 は次のようなものが多

この他,工業試験場などでも一部,農業機械
の研究を行 っている

い.北部 と南部では経営規模の差が機械 の購入

4.ハノイ農業工学研究所の概要

希望の違いにもはっきりと表れている.
北部 :歩行型 トラクタ,ポンプ,運搬車 など

今回訪問 したこの研究所はこの国における農
業工学研究の中心的存在である.

小型機械
南部 :4輪 トラクタ,ス レッシャーなど大型

1)沿革
この研究所 は1
96
8年 9月 5日に設立 された農

機械
一部にはライスセンター

業食料産業省に属する研究機関の一つである.

摸械購入については政府などの直接補助はない

2)研究 ･業務内容
･機械化に関する一般的事項の検討

が, ローンの制度を利用 している.

･土,作物の物理性の解明

4)機械化推進の方針
機械化には何よりもまず基盤整備が必要 であ
る.これは一朝一夕にはで きないので, まずは
個別作業の機械化を進めている.また土地利用

0年計画
の効率化が重要課題である.これ らは1
で推進 されている.ドイモイに関連 し,1
9
88年
4月の法律改正 により土地所有が可能 となった.

これは小型機械の普及を推進 させる効果を もた
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機械設計 ･開発 ･利用の基礎データを
得 る.

･農業機械の設計 ･製品開発
全分野を網羅
･メンテナンス ･管理方法の確立
全分野を網羅
･利用 ･計画技術の検討
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･計測 ･測定法の開発

数万haの農地開発(
開墾など)により工芸 ･

･特別プ ロジェク ト:
実用化 ･普及のため

原料作物の栽培を行 っている.稲作 は南部
を中心に数万ha
増加 し, 5年間で300万 ト

の試作 ･開発

3)組織 ･構成 と機能

ン増収 した.
･機械化により 2期作が可能 にな り200万 ト

本研究所の組織 と構成,および,その機能 は
次の通 りである.

ン増収 した.

所長:
研究所の科学技術などの総括

1
990年のデータでは米の全収量 は2200万

副所長:
管理 ･計画 ･マネージメント

トンである.

研究部門

増加
･濯概 ･排水可能面積は5年間で7000ha

･耕転 ･整地研究室

6技師

･農業動力研究室

1
0
技師

･栽培管理機械研究室

7技師

した.
･ポス トハーベス トの機械化
脱穀 ･籾摺など

･収穫貯蔵機械研究室

9技師

これ らの成果 によ り, 1
989年以降, 年間

･農産加工研究室

1
1
技師

1
00‑1
20万 トンの米の輸出が可能になった.以

･農業電気研究室

7技師

前は米の輸入国であった.

･農機具維持管理研究室

4技師,

(
3
)最近 5年間の研究 と開発
･テーマ :60テーマ

1技官, 1工員
･枚械利用計画研究室

5技師

･予 算 :国,省,民間 ･組合

･計測研究室

6技師

･開発機械 (ビデオの紹介による)

農業機械 ･電気技術実用化セ ンター

代かき機,プラウ (
す き),スプ レーヤ,

8技師,3工員
ワークショップ

コーンシェラ,脱穀模, ポ ンプ.搾油機,

3技師,1
0
工員

コーヒー殻取 り機,スレッシャー. リーバ
ディスクハ ロー,ハスキ ングマシン,

管理部門
･研究計画室

3技師

･財務室

2技師, 2事務員

･庶務課

1技師,8事務員
1技師, 6運転手

･車両課

モ ミ殻燃焼バーナ, ビーフン･うどん製造
棟

･研究内容 :
基礎研究

このように, ここには1
0研究室があ り1
50名

土 と機械の相互作用の研究 :耕転,土壌

のスタッフが働いている.80名がェンジニアで,

踏圧 と土の物理性の関係

この内,22
名がPhD (内 2名が正 PhD,残 り

作物の物理性の解明 :モ ミのまさつ抵抗
など

は副PhD)である.他は一般職員である.エ ン
ジニアの多 くはソ連.東欧,中国等で教育 を受

開発研究

けている.

a.耕転 ･動力関係.エンジンの利用, フ

4)研究所の事業 と成果

ロー ト等の開発

(
1
) 日的

多様な土壌の物理性に対応できるように改良

横械化により,生産丑の増加,生産の安定化
重労働の軽減を図る.

例).カゴ型車輪やフロー トの開発がその代表

(
2) 農業工学 に関 わ る事業 とその効 果

(
1
986年 ごろか らの事業)
･土地改良 ･農地開発の推進

し,垂粘土圃場での耕転が可能になった (
成功
例である.アタッチメントにはオ リジナルはほ
とんどな くコピーであるが シンプルな機械 に改
造 した試作機を実用化 している.
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b.軸流ポンプの開発 (成功例)

この大学 はホーチ ミン市の郊外にある農業関

従来, ld の水 を 1m揚水す るのに Ik
Wh

係の大学である,広大な敷地の大学 で. その中

必要であったが,3
0%低減できた (
0.
7kWh).

の農業機械学部を訪問 した.学部長 ロック博士

なお,エネルギー料金は次の通 りである.

による学部紹介の概要は次の通 りである.

電力料金

1)組織

1kWh当 り23
0ドン(
公定価格)

ガソリン 3
000ドン/ リットル (
民間)
ディーゼル

学科 :農業横桟関係
動力横桟およびメンテナンス ･管理関係

"

C. 単純な機械

農産加工関係

･器具の開発 (
成功例)

ポス トハーベス ト関係 (
予定)

人力の効率的利用を図るために,単純な構造

サ トウキ ビ･稲作機械関係

の人力駆動の機械 ･器具を開発 した.

d.余剰労力の産出 (
成功例)

現在は動力機械関係 とメンテナ ンス ･管理関

5年間の努力で1
00万人の農民 を他 の仕事 に

係は別の学科であるがこれを統合 してポストハー
ベス ト関係の学科を新設する予定である.

振 り向けることが可能になった.

5)今後5
年間の課題

スタッフ :40名 (5名留学中)

(
1
) テーマ

2)教育 システム
学生の在学期間は 5年で, 1･2年生 は教養

･加工用機械の開発
(
横桟化による余剰労力の利用を図 り所
得を増加 させる)

課程, 3‑ 5年生が専門課程である.卒業 した
ら学士の称号を得 る.

3)研究テーマ

･耕転,収穫用横械の開発
･畜産用機械の開発

(
1
) 作物栽培の機械化

･水産 ･林業用機械の開発

(
2) プランタの開発

(
2
) 自壊 と期待 される効果

(
3) 脱穀榛 ･乾燥機の開発

･現在 20
0‑22
0ドル/年 の農家所得を

(
4) 落花生収穫機の開発

2000年までに500ドル/年に引 きあげ

(
5
) 籾摺 ･梼米機の開発

る.

(
6) カッサバのスライス機 ･粉砕機などの

･エネルギー設備の充実

開発

00万 HPを同 じく5
00万
エ ンジン :3
HPまで引き上げる.
電 力

(
7) タバコ乾燥機の開発
(
8) パ ンなどの製造機

:次のように推移 している.

1
987年 4000万k
Wh

(
9) 苗生産の合理化

4)問題点

1
990年 600
0万kWh

(
1
) 海外の技術資料 ･情報不足

2000年

(
2) 予算不足

4億 kWh予定

･農家を現在の7
0%か ら6
0% に削減 し.

1
0%を他へ振 り向ける.

(
3) 測定器, コンピュータなど基礎設備の

不備

主 として地域内での産業振興を考え
る.例えば,食品加工業 などが有望で
ある.

5)交流の希望
(
1
) 海外 (日本)か らの依託研究 ･共同研

究
(
2) 研修 (
短期および長期)

･

5.ホーチミン市農林総合大学 農業横械学部
の概要
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上 野 正 実

いかない.行けるときに行 ってお こうとい うの

第二部 ハノイ東西南北
1.はるかなるベ トナム

が理由の一つだ.

年の瀬 も押 し迫 ったク リスマス前 日, 1
991

事の始まりは,文海氏がハノイの農業工学研

年1
2月24日の成田空港の ター ミナルは冬休み

究所より招待を受けたので,それに私 も参加で

を海外で過 ごす人々でごったがえ していた.チ

きるように向 こうに依頼 してみることにな った

レビのニュースなどにでて くるおな じみの シー

のだ.旅費はこちら持ちで滞在については向 こ

ンだ.テ レビカメラはなかったが, この人混み

うで便宜をはかって くれるだろうということだ.

の中の一人 としていささか リッチになった気分

2月にかけて行 く予定 を
今年の11月下旬か ら1

になろうと努力 してみた.しか しなが ら,私 の

立て履歴書などの書類を文海氏の方か ら送 って

いでたちはどうみても出稼 ぎのお じさん風 なの

もらうことになった.招待状がなければ ビザが

である.今朝一番の便で那覇を立ち,先 はど成

もらえないので是非 ともしかるべき手続 きが必

田に着いたところだ.香港経由なので沖縄,成

要である.1カ月,遅 くとも 2カ月 もすれば書

田,沖縄上空,香港 と,同 じ日の内に同 じ所を

0月下旬になっ
類が届 くだろうと思 っていたが1

戻 ることになる.この雑踏の中で しば らく待ち,

てもな しのつぶてだ.文海氏の方 で手 をつ くし

今回のベ トナム行 きの相棒,桜井文海氏 と合流

てもらっているがなかなか らちがあかない.そ

した.彼は向こうで使 う資料を大量 に もって き

の内最初のスケジュールで行 くのは物理的に不

ておりかなりの重量だ.時間にな ったので搭乗

可能な状態になった.ようや く連絡が とれ,荏

手続 きを行 う.我々は今日は香港 まで飛 び明朝

日本ベ トナム大使館にすでに招待状を送付済み

‑ノイ入 りする予定である.ところが どうも香

であることがわかった.どうも大使館 の方 で書

港でス トをやっているようだというニュースが

類がどこかに紛れていたようだ.ビザの方 はけ

入る.ベ トナム便は週 2便 しかない.明 日がだ

りがっいたがスケジュールが狂 ったため今度 は

めならいっになるか分か らなくなる.最悪 の場

バ ンコックか ら‑ ノイへの航空券が とれない.

合には香港か ら引 き返す ことにな りかねない.

わざわざ成田経由にしたのは航空券の問題があっ

これまでのいきさつ もあ り, なるよ うになれ.

たか らだ.

とまずは出発することにする.現金それ も米 ド

2月に入 っていた.年が明けた らとて
すでに1

ルがよいと言 うのでありったけ両替する (ホー

も時間がない,正月はベ トナムで, というのが

チ ミン市の一部を除いてカー ドの類は役に立 た

その時でた冗談であったがこれが現実になって

ない).

しまった.これまで開設されていなかった香港‑

ベ トナムに行 こうよ, と文海氏か ら誘いの電

ハノイ線が最近でき, これに乗れることになり,

話があったのは 8月中旬 ごろであった.丁度 そ

ようや く実現の見通 しがたった.これがス トで

の時1
0月に北京で開催される農業工学関係の国

行けないことになったらベ トナムは中国よ り遠

際 シンポジウムに参加する準備を行 っている最

い国になって しまう.度重なるスケ ジュール変

中であった.論文 と登録料 を送 ったばか りだ.

更で一時は完全にあきらめかけていたが,反面,

即座にベ トナム行 きに変更 し,北京はキャンセ

個人的な仕事 の面では助か った こともあ った.

ルすることに決めて しまった.北京へ は 2年 は

最初の予定通 り出かけていたらできなかった仕

ど前にアプローチを試みたが,例の天安門事件

2月 2
4日
事がいくつかあったはずだ.ともか く1

であえなくつぶれて しまった.2回目 も鞍替え

1
7:4
0発キ ャセイパ シフィック機上 のお じさ

によりあっけなく挫折 し,さすが大国 ･中国に

ん達 となり我々のベ トナム旅行はスター トした.

は簡単には近付けないと感心する.中国 はいっ

さて,本論に入 る前にこの旅行の主役,桜井

でも行けそうな気がするが,ベ トナムはそ うは

文海氏 (
以下,文海氏)を紹介 してお きたい.
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.8 仙 1 1
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これをやっておかないとこの旅行記の途中で理

どこにいったのか.身の周 りからベ トナムのいっ

解できない場面があるか らだ.彼 は日本国籍の

さいが消え,そのことにす ら気づかなくな って

ベ トナム人である.ベ トナム開放前 に日本 の大

いた.このことを思い知 ったのは本屋でベ トナ

学に留学 し,帰国できないため日本に残留 した

ム関係の本や旅行ガイ ドを買い求めようと した

一人で,生まれはかつてのサイゴン市,今のホー

時だ.本当に何 もない.最初,沖縄 のめぼ しい

チ ミン市である.東京農大を卒業 し,九大 の大

本屋を捜 したが何 もない.ベ トナムとは日本で

学院で博士号を取得 した後,農業機械の専門家

あらゆる意味で最 も関わりのあった沖縄で もそ

として筑波国際農業研修セ ンターで研修指導員

うなのだ.我々が体験 したベ トナムという現象

(インス トラクター) として勤務 している.私

は表面的にはそれほど見事に拭い消されている.

とは大学院時代か らの付 き合いである.生 まれ

あれは何だったんだろう.ソ連,東欧 は もとよ

年 も同 じで,腐れ縁 とでもいうべき関係が続 い

りアメ リカ,そ して,日本で始まっている世界

ている.セ ンターに勤務す る合間 に,JI
CAよ

史的な地殻変動はすべてがベ トナム戦争に端 を

り専門家 としてエジプ トやペルーのプロジェク

発 しているような気が してならない.もちろん

トに派遣 されている.技術面の指導 はもとよ り

これは単なる私見でこのような判断は歴史学者

研修生 と日本人スタッフの間に立 ってわが雷の

が行 うことであろうが.個人的に言 えば,研究

国際交流の推進に貢献 している貴重な人材 であ

所訪問 とは別にインナー トリップ (内なる旅 )

る.その傍 ら,ベ トナム難民や来 日 したベ トナ

という性格を色濃 くもった旅行で もあ った.い

ム人の通訳を行 ったりしている.昨年,外務省

ずれにせよ, "
ベ トナム"は一度 は整理 してお

の担当官に通訳 として随行 してハノイを訪れて

かねばならない.機内で今朝,八重洲 ブックセ

いる.このためいたるところに幅広い人脈をもっ

ンターでようや く入手 した旅行ガイ ドを読んで

ている.この旅行中,向 こうで会 った要人達 は

一応の情報収集を行 う.沖縄を通過する境はビー

このつながりの一部である.帰化す る際 に奥 さ

ルも回 りようや く旅行気分になってきた.

んの姓.桜井を名乗 っている.ここまで書 くと

さて,現地時間 21:40に香港に着陸 した.こ

真面目な努力家像がイメージとして浮かんで く

こは 2年ぶ りだ.曇 っているようで期待 してい

るが,それは一面できわめて付 き合いやす い人

た夜景 はほとんど見えなかった.明 日は早朝 の

物である (と,抽象的 に書かざるを得 ない).

出発なので待合室で待つことに した (
金をセ‑

彼は帰国できな くなって日本の女性 と結婚 した

プする意味 もあった),この空港 は夜間の離着

のではな く,ベ トナム戦争終結のはるか前, す

陸はないので1
1
時頃になると店 もすべて閉 じて

なわも,学生時代にすでに結婚 していた.これ

しまう.我々の他には広州行 きに乗 る中国人旅

で彼の別の一面を推察 してもらいたい.今回 は

行客のグループのみとなった.椅子 の上で横 に

彼の付録,あるいは,鞄持ちとしてついて行 く

なったがクーラーが強烈にきいており,寒 くて

だけの旅行であるので非常に気楽である.この

寝 られたものではない.このような経験 は久 し

ため初めてのところへの旅行にも関わ らず,何

ぶ りだ.とて も正月を海外で過 ごす リッチな日

の準備 もしないで出かけることになった.

本人には見えない.中には毛布を持参 している

ベ トナムといえばす ぐさま戦争 を連想す るの

用意のよい人 もいた.この時は気づかなか った

が平均的な日本人であろう.とは言 え,戦争絡

がこれが旅先での我々の運命を暗示 していたの

結 (1
975
年)後,早 くも20年 は経過 し若 い世

だ.

代 はもとより日本人全体にとって も遠い過去 の
出来事になったかに見える.戦争中 は茶の間 に

2.カルチャーショック

街にベ トナムはあふれていた.あのベ トナムは
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ゴン航空 B737上 の人 とな った.機 内 は中国

をもって外にでると早速その運転手 らしき人が

(
香港)のビジネスマ ンが多 い.雲が多 く, ま

近寄 って来てさっさと荷物を運び出 した.あっ

た,海上を飛ぶので特に見るべきものがないの

という間のできごとである.研究所の車 に座 る

と昨夜の睡眠不足が手伝 っていっの間にかす っ

と窓か ら手が伸びてきてワンダラー (lS) と

かり寝込んでいた.目が醒めると機 は海岸線 に

いう.社会主義国でもこんなのがあるのか と首

平行に飛行 していた.中国領の海南島を避 け,

を傾げたが,大 した額で もないので渡す.警戒

一旦南下 した後,再び北上するコースをとって

感をまるで もたなかった当然の帰結だ.

いるようだ.このためかなり遠距離を飛ぶ こと

ノイバイ空港か らハノイまでの途中の風景 は

になる.雲間か ら見える侵食を受 けた複雑な地

タイ,マ レーシアなどとはかなり異なっている.

形が特徴的だ.やがて,広い平地 に河が蛇行 し

まず気がつ くのは,車が少な く,たまにいて も

ている地形に変わってきた.紅河 デルタだ.吹

非常に古 い ことである.ボ ンコツ車 ばか りだ.

第に高度を下げ地上の様子 もはっきりわか るよ

それもトラックがほとんどである.1
2年 はど前

うになってきた.ただ,零が多 くほとん ど見え

訪れたバ ンコックで もこれよりはるかに車が多

ないのが残念だ.ハ ノイの空港 は市内か ら90k

かった.車に乗 っているということはそれだけ

mはど北に位置するノイバイ空港だ.周辺 の水

で特権的な存在であることを意味す る.後で聞

田のあちこちに大 きな円形の池があ る.うわ さ

いた話だが民間人の車の所有はまずないそ うで

に聞いた北爆の名残のクレータだ.ここの滑走

ある.そのかわ り多いのが自転車である.我 々

路は見慣れたものとは異なり,地ならしして離

の運転手 は気の短い人なのか 1時間半余 りの ド

着陸ができるようにしただけの簡単な造 りになっ

ライブの問,クラクションを鳴 らしっぱな しで

ている.軍用機や対空砲の他 は旅客機 はほとん

あった.猛烈に飛ば し, トラックや自転車 に追

ど見あたらず,閑散 としてとて も国際空港 とは

い抜 きをかけるので乗 っている方 はヒヤ ヒヤ も

思えない光景だ.もとより,機能だけを追求 し

のだが運転する方 は平気である.道路 の両側 に

た軍用飛行場なのだろう.ター ミナルは沖縄の

は水田が広がっている.ここは紅河 デルタの中

離島のものより小さく祖末な建物 と言 って も言

央部で見渡す限 り平坦である.水田は収穫後放

い過 ぎではない.我々の機には偉 い人が乗 って

置 したもの,耕起 したもの,代か さした もの,

いたようでタラップの横で何や らセ レモニー ら

苗床, トウモロコシや野菜を栽培 しているもの

しさものが行われている.

など様々である.ユーカ リの木が結構多 い.家

入国審査 と通関手続 きは予想 していたよ りは

はレンガ造 りである.やがて広い河,紅河 に達

るかに容易であ った.ハ ノイ農業工学研究所

し大 きな橋を渡 る.ここは通行料が必要 なよ う

(
以下,研究所)か らクァン氏が出迎えに来て,

だ.北爆の主要 目標の一つとなった橋である.

いろいろと便宜を図 って くれたようだ.普通の

ここを過 ぎると間 もな くハノイの市街地 に入

旅行客ではこう簡単にはいかないか もしれない.

る.ハノイは ｢
河内｣と書 くそ うだ. ｢河｣が

出国時の トラブルを避 けるためにノー ト型パ ソ

｢
ハ｣, ｢内｣ が ｢ノイ｣である.すなわち,

コン,カメラ,カセットテープ レコーダなどは

紅河の広大な三角洲にあるところに由来 した地

きちんと申告 しておいた.これ らは資料収集用

名のようだ.この国,特に北部 は中国文化の強

に持 ってきたものだが,一番役に立 ったのは結

い影響を受けてお り,大概の言葉には漢字が対

局カメラであった.ターミナルを出るとタクシー

応 している.したがって,単語を分解すれば意

(
?
)が 4‑5台客待ち している.そのほかは出

味 もわかるし,発音 も似ているので親 しみやす

迎えの車が少 しある程度だ.バ ンコックやマニ

い.文化的にも気質 も我々に近 いといえ る.た

ラの空港などとはまるで雰囲気がちが う.荷物

だ し普通の会話はさっぱりわか らないことは言

‑4
0‑

ベトナムの農村を訪ねて

VoL 8 N
a1 1
992

うまで もない.

研究所に帰 り宿泊室に荷物を運び上げ休憩す

市内には高い建物 はな く,すべてが相当に古

る.ここは最上階 (5階)であるので周B
f
I
の状

い.街全体が くすんだような感 じだ.自転車 と

況 もよくわかる.周B
f
I
はスラムのような印象だ.

人のあふれる市の中心部を抜け,南へと向かう.

部屋 は広 く家具などは質素なが らも小 ざれいに

1時す ぎに
この辺 りは非常に粗末な家が多い.1

してある.しば らく休み (ここは昼寝 の習慣が

研究所に到着 した.通 りか ら狭い路地 に入 り込

ある),所長に会 うことになった.ち ょっとし

んだ所にある5
階建てのかな り古 い建物 だ.日

た応接室に通 され,所長のラム博士 と面会する.

本の公団住宅のような造 りである.最初 はただ

ラム博士 はゴルバチ ョフを繊細に したような感

の宿舎かと勘違いするほど研究所 とは見えない

じの学究肌で,我々を歓迎 して くれた.ブルガ

雰囲気で,後で研究所 とわかって驚 いた.玄関

リアの大学で学び,学位を獲得 しており,専門

らしさものもなく,車の出入 りにあわせて開閉

は土壌力学のようだ.プロフェッサーで もある.

しているゲー トがあるだけだ.ビル一つ と若干

彼が講義用にまとめたテキス トを見せて もらっ

の庭 と倉庫だけであるようだ.ともあれ長 いハ

た.一つは土壌力学で特に相似則の応用, もう

ノイへの道のりをたどり,ひとまず落ち着 いた

一つは多変量解析の基礎理論について述べた も

訳だ.

のでいずれ もかな り高度 な内容である.ソ連

再び車に乗 って研究所近 くの食堂に昼食 に出

(
すでにな くなりかけているが)を中心 とす る

かけた.クァン氏が引続 き案内 して くれた.彼

東欧圏では理論面には非常に強いことを思 い出

はブルガ リアの大学を卒業 した若い研究者で専

す.招待で 2年前に日本を訪問されたよ うであ

門は耕転関係である.少 し前にシンポジウムで

る.研究所 とベ トナム農業の概況 を鋭明 して も

タイに行 ったのが最初の自由主義国の経験だ と

らった後,今回のスケジュールを調整す る.文

いうことである.車が止まると 3つほどあ る食

海氏が通訳 して くれるので非常に楽であ る.ラ

堂か らおばさんが出てきて声をかけて くる.な

ム博士 も英語か ら完全にベ トナム語に切 り替え

かなか商売熱心 であ る.その中の一つに入 る.

られた.面白いことにベ トナム語 も北部 と南部

東南 アジアで普通に見 られる大衆食堂で小 さい

ではかなり異なるようで二人で時々確認 し合 っ

店である.中には1
0
名 ぐらいの若いグループが

ている.詳細はまた明日と言 うことで午後の日

いるだけだ.一瞬,我が目と耳を疑 ったのは中

程 は終わった.今後,日本 との研究交流を活発

にビデオデッキがあり,なんとランバダが流れ

化 したいということを強調 されていた.この部

ているではないか.何だ,何だ, これは.ヌー

屋の隅にはホーチ ミン主席の胸像が飾 ってあ っ

ドでこそないがかなりセクシーな画面が映 し出

た.この後,訪問 したところでも主要 な部屋 に

されている.グループは兵隊 さんたちだそ うで

は必ず飾 ってあり,彼の影響力の強さを窺わせ

熱心に見入 っている.こんなものを社会主義最

ていた.

後の砦ベ トナムでや って もいいのか?ベ トナム

話は変わるが,ベ トナムで人に会 うと必ず タ

についての乏 しい先入観を覆 されるような場面

バコを勧められる.歓迎の気持ちを表す礼儀の

だ.歌 っているのは海外にいるベ トナム人でい

ようなものであるが, 中国 と同 じ習慣である.

ま最 も人気のある歌手の一人だそうだ.このよ

先 ほど述べたように中国には行 ったことはない

うなビデオがあるのとないのとでは客の入 りが

が台湾で同 じような経験を した.タバ コを吸え

全然違 うのだそうだ.テレビが普及 していない

ない人はここではきっぱりと遠慮 しないといけ

ので ビデオが先に浸透 しつつあるよ うだ.カウ

ない.気を使 って一本受け取ろうものな らそれ

ンターパ ンチのような強烈なカルチャーショッ

を吸い終わ らない内に新 しいタバ コを差 し出さ

クを受けたが,食事 は結構おいしかった.

れるはめになる.それとこのような席 にはお茶
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がつきものだ.ベ トナム茶は緑茶 とおな じで結

缶 ビールは一人 2本ずつあったが文海氏はほと

構いける.茶器は中国風であるがやや異な って

んど飲まないのでこちらで処理する.早速,ノー

いる.

ト型パ ソコンをつないでみたが大丈夫なようだ.

部屋に帰 り文海氏 と話を している内に夕食の
準備ができた.日本 と同 じような訳 にはいかな

疲れを覚えて早めに寝 る.ベ ッドは昔懐か しい
蚊帳つきである.

いがボ リュームたっぷ りのなかなかのご馳走で
はないか.これさえあれば何があ って も大丈夫

3.貧 しき中にも熱意あ り
2月26日は研究所 で ラム所長 の講義
明けて 1

である.ビールはいっさいないのではないか と

か ら始まった.ベ トナムの農業,農業捜械化の

内心恐れていたのだ.ここで も箸を使 うので食

概況を説明 して もらう.この内容 をまとめたの

事の違和感はいっさいない.トーフ料理 もあり,

が第一部の内容である.強い印象 を受 けたのは

厚揚げにはびっくりした.ビールと厚揚 げさえ

ベ トナムもソ連,東欧諸国のように急速に変わ

あればあとは何がな くてもよい者にとって はあ

りつつある, ということだ.ラム所長が用事で

りがたいところである.二人でホーチ ミン行 き

席を外 している間, この研究所で開発 した農業

の話をする.許可されないのではないか とラム

機械の紹介 ビデオをみる.これである程度 の基

所長に全 うまで心配 してきたが問題ないようだ.

礎知識を仕入れることができた.

ある.うれ しいことに缶 ビールがついているで

ラム所長に縦断鉄道を利用 したいと希望を述べ

午後は文海氏が講演を行 うことにな った.会

たところ,あっさりと却下 された.これは 2昼

0
名程度のスタッフが集まって来 た.料
議室に2

夜かかってハノイか らホーチ ミンまでベ トナム

転関係の研究室のメンバーが中心のよ うだ.研

のほぼ全土を縦断する鉄道で,残念なが ら見逃

究所ではこの部屋がおそらく最 も広い部屋であ

したが NHK特集で報道 されたものである.成

ろうが常識的に言 って も非常に狭い.黒板 は厚

田か らハノイまでの道すがら何凶となく話 し合っ

板を並べたような造 りで木目が荒 く我々が 日頃

てきた計画である̲据棒がいるのであなた方 の

見慣れているものとは大違いだ.塗装 も悪 く凸

荷物が全部な くなりますよ,保証できません と

凹で,明治の頃ならわが国にもあったであろう

いうことだ.ややオーバーだとは思 ったが我 々

と思われるような代物である.黒板の上 に白い

のことを気遣 って くれている意を汲んで飛行機

布を押 しピンで止 めてスライ ド用のスクリー ン

に切 り替えた.荷物が少 なければよいのだが,

を準備 してある.暗幕 も似たような もので何か

結構多いので止むをえない.招待者 に迷惑 をか

の布切れであろう.日本製のスライ ド･プロジェ

ける訳にはいくまい.ベ トナム全土 を一挙 にと

クタはよそか ら借 りてきたようだ.これか らも

虫のいいことを蘇 ったが,何事にも時間 と金を

推察できるがここはとて も貧乏なのだ.国立の

かけなければいけないようである.航空券 の入

中央研究所に満足な黒板一つ,スクリーン一つ

手 と移動許可などの手続 きすべてやって もらう

ないなど,普通ならとて も考え られないことで

ことになった.通常 はツー リス トにでかけて手

ある.後はお して知 るべ Lである.我 々は. 日

続 きを行 うがかなり時間がかかるよ うだ.運賃

頃,研究環境の劣悪さを問題にするが, ここと

50ドルということだ,ホーチ
はすべて込みで1

比べると恵まれ過 ぎているような気す らして く

ミン市では文海氏の実家に泊めて もらうことに

る.しか しなが ら,文海氏の講演を聞 くメンバー

する.完全な外国人である私の場合 はホテルに

の熱気は我々の周 りでは絶えて見 られない もの

宿泊 しないと許可がでない.そこで彼 の奥 さん

だった.文海氏は日本の農業機械化 の歩み と耕

の兄弟 として申告することになった (
兄になっ

転用の機械の紹介を行 った.なかなかの熱演で

たのか弟になったのかはついぞ聞かなかった).

ある.友人の講演は聞 く機会がないのが普通で
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ある.終了後の質疑応答では様々な質問や コメ

けるのは一生で数えるぐらいしかないことであ

ントが次か ら次へと飛び出 し,いっ終わるとも

る.娯楽の少ないこの国ではサーカスは最高の

知れない状態になってきた,それ ほど彼 らは最

娯楽の一つである.したがっておめか しして出

新情報に飢えているのだ,日本の農機 メーカー

かけることになる.こういう私 もサーカスに行っ

の名前は彼 らもよく知 っておりしば しば名前が

たのは小学校以来で,回数か ら言えばベ トナム

飛び出 した.講演の最中に電源が切れ,一時中

の庶民 と変わ らない.オープ ンしたてのハ ノイ

断 した.ここでは停電が頻繁に発生するようだ.

最大の劇場だそうで大勢の人が詰めかけていた.

これがその事始めだった.

自転車やバイクに一家族乗 って集まってきてい

午後の部を終え,宿泊室で一休み してか ら夕

る.車 はやはり少ない.中 は満員だ.指定席 に

食 となった.5階に宿泊用の部屋があ り,我 々

なっている.かなり多 くの係員がいて客を誘導

の他に ドイツか ら来た二人の青年が いる.彼 ら

している.出 し物の内容はなかなか過激で空中

はベ トナム空手を勉強にきているということだ.

プランコなどは安全用のネットな しで行 ってい

二十歳 ぐらいでおそらく軍人だろう.ラム所長

る.す らりとしたベ トナム美女が演 じるので観

の講義の内容 を早速パ ソコンに入力 してみる.

客はいやが上にも‑ ラハ ラヒヤヒヤ興奮す る仕

変圧 アダプタをつければ電源は問題ないようだ.

組みになっている.ただ し,観客 は行儀がよい

これがハノイでノー ト型パ ソコンが最初に使用

のか全般におとなしい,比べるのが間違 ってい

された日として後世に永 く語 り継がれるであろ

るか もしれないがタイのキックボクシング場 と

う.その内,迎えが来てサーカスに出かけるこ

は大違いだ (こちらは観客が金をかけているこ

とになった.昨日依頼 しておいた両替がで きた

ともあって熱狂的である).みんなが大笑 い し

ようで現金を届けて もらって呆然 として しまっ

たのほどェロ扮する胸中に勲章をつけた将軍が

た.1
00ドルずっ頼んだがテーブルの上 には札

でてきたときだ.コチコチの軍国主義 ではこの

束が山と積まれた.1
00ドルで約1
30万 ドン, 1

ような風刺めいたものは上演できないだろうか

円で1
00ドン程度になる.5000ドンが最 も大 き

ら健全な印象を受ける.途中で 1回の休憩 を交

い札であるがこれは量が少ないのでたちまち札

え,貴重なサーカス体験は幕になった.

束の山になるのだ.インドネシアで も似 たよう
な体験を したがその比ではない.これだけの札

4.田んぼで子供に笑われた
1
2月27日はあいに くと天気が悪 くな り朝か

束を持っのはこの世に生を受けて初めてで本物
の金持ちになって しまった.そのかわ り高 い も

ら小雨が降 っている.午前中は耕転研究室のハ

のを買 うときには数えるのが大変である.ここ

イ室長の案内でハノイ南方の7‑ソン村を訪問

の人達 は慣れているせいか早い.イ ンフ レの激

することになっている.朝食を済ませ,車 に乗

しさがわかる.ベ トナム旅行を計画す る人 は新

り込む.研究所前の狭い路地を抜 けて通 りに出

聞紙で札束を偽造 (
?)し,素早 く数え る練習を

た後,間 もなく南に向か う革命 (
あるいは開放)

して行 く必要がある.それ も挟んでやや クシャ

国道 にはいる.これはホーチ ミン市 に通 じる国

クシャに した状態で行 う方が効果的だ.

道 1号線につながっている大 きな道路で,ハ ノ

ラム所長 と トゥエ氏が同行する.彼 は研究所

イ駅か ら伸びる線路が並行 している.近 くに貨

の事務官で我々の存在の面倒をみて くれること

物駅があるが,ハノイ駅 はここか ら北に 2･3

になっている.ハ ンサムな青年でなかなかおしゃ

1
mはど離れた所にある.前にも述べたが, この

れである.我々二人はどちらかとい うと作業着

国では自転車は庶民の足であるとともに,重要

姿であるので彼 らとアンバランスだ.後でわかっ

な輸送機関になっている.雨が降 っているので

たことはベ トナムでは庶民がサーカス見物 に行

ポンチ ョ姿で道路中に広が って走 っている.自

‑4
3‑

南方資源利用技術研究会誌

上 野 正 実

転車には普通一杯の荷物を横んであったり,明

とだというのは必ず しも正 しいとはかざらない.

かに通勤途中とわかるものが多いが,中にはた

公務員 (
研究所の職員)の給料が 5ドル程度 し

だ走 っているだけとしか思えない もの もある.

かないという.このためベ トナムは世界の最貧

徐々にバイクも普及 しているようでその合間を

国の一つに名を連ねている.東南 アジア諸国の

抜 っている.大半がホンダかヤマハで,たまに,

中で も香港, シンガポールはいうに及ばず, タ

東欧難の枚桟 もみ られる.ほとん ど中古 だ.車

イなどと比べて も雲泥の差がある.ニ ンジンは

は本当に少ない.バスは今にも崩れそ うなボ ン

少 し高いそうだ.キャベツ畑の中に トマ トとトー

コツで満員の上に屋根には野菜や米などを満載

モロコシを混作 してある減場 も見 られた.かつ

している.にわとりや豚 も運ばれている.これ

て日本の農業は集約的で土地の利用効率も高かっ

らは竹かごに入れ られて身動 きできない状態 に

たが今ではす っか り様子が変わ って しまった.

されている.か くして トン公はハ ノイの街 を走

それに比べるとここは最大限に土地利用を図 っ

りBl
ることになる.トラック野郎顔負 けのにぎ

ているといえる.

やかこの上ないバスだ.

水田地帯のあちらこちらにレンガ工場がみ ら

道の両側にはさまざまな露天がならび,おば

れる.工場 といって も極めて簡単 な構造で炉 と

さんたちが忙 しげに働いている.とにか くいろ

製品をお く場所があるくらいのものだ.田囲で

0c
mほどに切断
んなものが並べ られている.5

粘土を掘 り出 してそのままブロックに固めて焼

されたサ トウキビも売 られている.表皮が紺色

いている.それ くらい粒子の細かい粘土層になっ

の生食用の品種だ.ウメ.ネギ,キ ャベ ツ, オ

ている.これも紅河デルタならで はの産業だろ

レンジ,パパイヤなどが目につく.トーフは我々

う.そのせいか建築物は圧倒的に レンガ造 りが

のものを 3個はどつないだようなジャンボサイ

多い.今,建築 ブームとかで レンガの製造 が盛

ズだ.

んなようだ.それにして も掘 った後 はどうして

しばらく南下すると次第に家 も交通量 も少 な

いるのだろうか.レンガの運搬には牛車 (ある

くなり両側に水田が広がってきた.区画 はいず

いはロバ車)がよく用いられている.中には自

れも小さく,大区画の水田はごくまれに しかみ

転車で運んでいる光景 もみ られた.自転車 は働

られない.よく見ると大 きな水田を細分 したよ

き者なのだ.途中で葬式の行列 に出会 う.これ

うであり,農地の配分を行 った ドイモイの派生

は幸運を呼ぶといわれているそうだ.何かいい

物であろう.田植の準備ですき起 こしてある圃

ことが起 こるだろう.

場や,苗味があちこちに見 られる.苗味をみた

我々の車 はやがて右手 (
西側)に並行 してい

のは何年ぶ りのことだろうか.田植の終わ った

た線路を横断 して狭い道路に入 る.車 も見あた

水田 もいくつかあった.田植 はロープを用 い 2

らなくなり一層のどかな田園風景が広が る.水

‑ 3本ずつ植え付ける.2
0日苗がよく用 い られ

牛を使 って耕転作業を行 っている.池 の向 こう

る.この時期の田植は例年,旧正月のころだが,

に教会がみえる.フランス統治時代の名残 であ

今年は少 し早いようである.これはハイ氏の話

ろうか,田舎で も教会は比較的多い.池では養

である.防風林 は比較的よ く整備 されてお り,

殖を行 っているようで,中に見張小屋があった.

モクマオウやユーカ リなどが植えてあ る.大半

1時間少 しの ドライブで目的地に着 いた.道路

の水田には野菜が栽培 されている.これ も ドイ

が狭 くなったので車を降 りて田圃の間を歩 いて

モイの効果だろうか.野菜は非常に安 く, トマ

組合の事務所のようなところ‑行 く.相変わ ら

0k
gで2
000ドン (
2
0円)程度だそ うだ.こ
ト1

ず小雨が降 っている.そこには農家兼政治局員

の値段を聞 くと.農家の苦労 と生活水準の低 さ

0代で
のチン氏を始め 3名が待 っていた.全員 3

が案せ られ考えさせ られる.安いことはいいこ

あろうか.苦 いが村 のエ リー トなのであろう.
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彼 らは深緑 もしくは迷彩色のヘルメットを被 っ

構造である.農家の中を見せて もらう.家 は レ

ている.例のベ トコン･ヘルメ ットだ.このヘ

ンガ造 りで壁にはしっくいを塗 ってあり,屋根

ルメットはハノイ (
北部)の代表的な帽子 で大

は沖縄の瓦に似た赤瓦だ.中は1
0畳 ぐらいの土

概の男性 はこれを着用 している (ホーチ ミン付

間 (レンガ製のタイルを張 ってある)とな って

近ではこれはまず見ない).女性 はすげかさだ.

おり,隅にベッドが置いてある.中央 にはテー

ここには一応,裸電球があった.わざわざ電気

ブルと椅子があり, もう一方 は台所になってい

のことを書いたのは農村では普及 していないと

る.ものを焼 くときは七輪を用いて外 で行 って

ころも少な くないか らだ.事務所 は長屋形式の

いるようである.他には‑ ンモックと簡素 な家

質素な造 りで,テーブルとホーチ ミンの胸像,

具類があるだけである.冨
己念に写真を写すが奥

国旗が目につ く程度だ.民家 とつなが っている

さんははずか しがって入 って くれなか った.赤

ようだ.あいさつを交わす と早速 たば こが出て

ん坊が包丁で遊んでいるのではらは らす る.農

くる.

家の庭先には必ず稲わ らが横んであ る.堆肥用

ここでは2
2
0
h
a
で稲作が行われている.‑戸

かと思 ったら炊事の燃料 (
特に着火用)や家畜

3
h
a
である.収量 (2期作)
当りの所有面積は0.

の飼料 として用いているそうだ.これは大事 な

3
0
k
g
/Sa
o(
3
6
0Ⅰ
丘)である.ここで も ドイ
は2

バイオマス資源なのだ.日本で も少 し前 までは

モイで生産が向上 した.この村では農業 の機械

このような状況だったことを思い出す.この家

化について研究所の指導を受けている.圃場 は

5m以上 の大 きな菩提樹 の木
の庭先 には直径 1,

粒子の細かい垂粘土に覆われており,機械化 は

がありすぼらしい風情だ.またパパ イヤやバナ

耕転の省力化がまず自壊 とされ,試験的に耕転

ナを始めいく種類 もの果樹が植えてある.小学

機が導入され成功 している.問題 は軽減 された

校に通 っている子供が帰 ってきたので菩提樹 の

労力をどのように有効利用すればよいか.ただ

元で写真を撮 る.集落の入口には神社 の鳥居の

で も50%余 りも過剰労働力をかかえている上に

ようなゲー トがあった.近 くの水田で くわで耕

機械化によってさらに省力化される.農業 の他

している人を見かける.気の遠 くなるよ うな作

にこれといった産業がないので難 しい問題であ

業だ.他にすることがありませんか ら, と案内

る.ドイモイで経済活動が自由になって くると

の人の話であった.

一面では厳 しい問題がでて くる.この辺 に指導

この村に別れを告げ,来た道を通 って研究所

者の力量が問われるようになりつつある.いわ

に引 き返す.近 くに農業機械化セ ンターがある

ゆる産業の振興だ.これが うまくいかないと機

ようだ.道路沿 いには簡素 な造 りの店が並 び,

械化で力仕事か ら開放 されると子供が増えて悪

いろんなものを売 っている.特に多 いのが 自動

循環ですか ら. とみんなで大笑いした (これは

車やバイク,農機具などの部品屋,鉄筋崖. そ

笑い事ではな く途上国では深刻な問題なのだ).

れに,ガソリンやオイルを売 っている店である.

事務所の裏の水田は確かにジャーガル (
沖縄

ベ トナム版ガソリンスタンドというところだが,

にある灰色の重粘土の一種)に似た土壌で畑で

普通のそれとは大違いである.いろいろな種類

あったら扱 いに くそうである.ここか ら少 し離

の ビン (リサイクル)にガソリンをつめて (
火

Z

れた農家の庭先においてある耕転機 を見 る.

炎 ビンではありません),椅子程度の大 きさの

8
0という型式のベ トナム製で,ディーゼルエ ン

台に 2‑ 3本乗せて店先に置いてあ る.これぞ

ジンを搭載 している.プラウ,ロータリ,ハロー,

ガソリン･スタンドというところか.中にはエ

か ご車輪,鉄車輪, フロー トと一通 りのアタッ

ンジンを売 っている店 もあり,いろとりどりの

チメントが揃 っている.プラウは形状 こそ和す

ものが置いてある.新品のものはな くすべて中

さに似ているがれ さの反転方向を変更できない

古のようだ.ベ トナム人は一般にとて も器用で
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ある.こわれた機械か ら部品をかき集め, これ

あるが, ここで使 う分には問題はないであろう.

で別の機械を組み立てる技術はすぼ らしい.ベ

バ ッグか らスケールを出 して耕探などを測 って

トナム戦争中には撃墜 した飛行機で様々な生活

いたら集まった子供達に変なおっさんと思われ

用品を作 っていると報道 されていたが本当のよ

たのか笑われて しまった.機械を写 した ら自分

うだ.店先にはこの頃の名残 とおぼ しき品物 も

達 も写せと手で しきりに合図 している.す っか

間 もない
少なくない.戦後 (
第 2次世界大戦 )■

り子供達に遊ばれた感 じになった.

頃の沖縄 もこのような状況だったろうか.

しばらく涜示を見た後, ここを離れて村 の役

研究所に到着 し昼食を済ませて しばらく休む.

所へ行 く.講堂のようなところへ案内 され,村

午後は 2時半過 ぎより同 じく耕転研究室のダム

長や政治局員を始め主要 メンバーより歓迎 のあ

氏の案内でハ ノイ南方 のダイア ン村 に向か う.

いさつを受 ける.お茶 とたば こがつ きものだ.

先はどの7‑ソン村 よ りはハ ノイ寄 りである.

ここにもホーチ ミンの胸像が飾 ってあ った.う

午前中と同 じ道を通 り 2/3ほど手前で右折す

す暗いホールでローソクをつけてセ レモニーが

る.老朽化 しているが レンガ塀の続 く狭 い道 を

始まった.次々と立ち上がってあいさつが行わ

車は進む.この一帯 は歴史的に由緒 のある土地

れている.これに酒があれば宮古島のオ トー リ

でその昔,北方か らの植民地支配に対する独立

だ.あいさつを要約すれば,まもな く始 まるで

運動の拠点 となったところだそうだ.今で こそ

ODA) に期待 して い る,
あろう日本 の援助 (

廃虚のような感 じだがよく見 るとしっか りした

特にプロジェク トをこの村に導入 したいという

造 りの建物が多い.竹ざおで作 った遮断機 のあ

ことだ.そのため研究所 と協力 して機械化 を試

るゲー トを通 り,村に入る.これ と似 たよ うな

みており,先ほどの機械はその一環のものであ

のをインドネシアの農村で も見 たことがある.

るようだ.これが成功 したら政府 のプ ロジェク

このようなゲー トが何ヶ所かあり,一ヶ所では

トを導入できるのではないかと,かなり高 い期

料金 (
?)を払 っていた.途中の水田では,水路

待が持たれている.午前中に訪問 した村 も同 じ

か ら人力で漕漉 し,人力で代かきを行 っていた.

.
2
‑1
.
3トン/h
ようなものである.籾の収量 は1

この辺 りでは竹ざおを電柱に している.途中に

a(1期作当 り ;2‑ 3期作を行 う)で気象条

漕瓶用のポンプステーションがあった.要所 は

件によって大 きく変動するということだ.特 に

きちんと押 さえてあるようだ.

この時期には苗が徒長 しやす く減収の要因 にな

そのうち平坦な広い水田地帯にでた.牛が放

るそうだ.1
人当 りの所有面積 は 5a程度 しか

牧 してありのどかな田園風景だ.人が集 ま り演

ない.生活 は厳 しく出稼 ぎしている人 も多 い.

示用のティラーが準備 してある.物見高 い子供

援助については我々はコメントできる立場 にな

達が集まって来た.地下水位が高 いと見えてか

いので聞 くだけに してお礼を述べて帰途につい
た.

なり高水分である.ティラーにはプ ラウが装着
してあり早速作業を開始 した.これは研究所で

夕暮れの迫 るハノイの町はラッシュアワーで

開発 した機械のようだ.動力耕転機 と異な りエ

ごった返 している.す ごい混みよ うだ.交通警

ンジンは小 さく全体の構造 も簡単である.時速

官が出て一応,整理 はしているがどちらか とい

2k
m程度で軽快に耕 している.耕深は1
0
c
m程嵐
耕幅は2
0
‑2
5
c
mである.機体の安定性はよ く手

えば成 り行 きまかせである.雨があが り風が出
始めたので明日か ら冷え込むだろうということ

離 しで作業できる.土 は垂粘土であるがプ ラウ

だ.市街地に入 って間 もないところに我 々の感

への付着は認められない.水田では土壌水分が

覚で見て も比較的シャレた建物が完成間近になっ

高い方がプラウ耕は行いやすい.操向 クラッチ

ていた.聞けば外国人用のマンションだという.

がないので方向転換に苦労するのがやや難点で

ドイモイはここで も進行 していた.ハ ノイの上
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ベ トナムの農村を訪ねて

下水道施設は東欧語箆の援助をあおいで整備 し

で製作 した機械は販売 してよいことになってい

ているという.厳 しい経済事情の一端 を窺 い知

るそうだ.したがって売れる機械 を開発す る研

るような話だ.研究所に帰 りラム所長 の部屋 を

究室 は裕福なのだそうだ.逆に言 えば機械が売

訪ねる.所長室に しては非常に質素で,何 もな

れないことには何 もで きないことを意味す る.

いといった方が適切な表現である.さすがに電

極めて厳 しい環境だ.また,給料が低 いので個

話だけはおいてあった.しばらくして秘書 のマ

人のサイ ドビジネスも認め られており,普通 こ

イさんが来て しばらく話をする.我 々の渡航手

れな しでは生活できない.したが って夕方 5時

続 きを行 って くれた方だ.その内,停電 にな っ

以降はさっさと帰 って しまうことになる.中に

た.部屋をかえて所長,副所長 (ロン氏) とラ

はサイ ドビジネスの方で高い収入を得ている人

ンプを灯 して夕食をとった.これ もなかなかお

もいる.この辺 に基本的な問題があ るよ うだ.

つなものである.とは言え,電気 に慣 れた我 々

これか ら見 ると日本の研究機関は天国のよ うな

にとってはこれはやはり不自由であ る.この施

ところだ.外国 との経済交流が活発になれば タ

設には少 し前の沖縄でもそうであったようにシャ

イに見 られるように給料の高い外国企業に流れ

ワーしかない.例の トイ レとシャワーが一緒 に

る研究者 も少なくないのではないか.この研究

なったものだ (もちろん農村にはこのような も

室では他にさとうきび管理用のチゼルプ ラウ.

のもない).温水器が電熱 ヒータであるので使

畦立機などを開発 している.この後,文海氏が

用中に突然停電になると大変である.悲惨 なの

ロータリ爪の設計論について講義を行 う.例の

は髪をシャンプー している最中にこのような目

黒板を使用する訳だが,書 きづ らいし. きれい

に会 った時だ.まあ,問題になるのは冬場だけ

に消えないのでぞ うきんで拭いて消 さねばな ら

であるが.

ない.大奮闘の講義であった.

5.停電にもめげず

でとることになった.全員乗れるような車がな

昼食は耕未
云研究室の招待で市内の レス トラン

1
2月2
8日は研究所内で終 日 ミーテ ィングを

いのでそれぞれのバイクに乗せてもらってでか

行 った.曇 りで昨日の予想通 りかな り冷え込ん

ける.外はだいぶ冷えている.研究所 の近 くに

できた.おとといは半袖で も大丈夫な感 じだ っ

ハノイ工科大学があ り革命国道 に面 している.

たが一転 して ジャンパーを着込んで も寒 い.也

そこを過 ぎると両側に湖がある.市 の中心 に向

発前,妻に服は何を準備すればいいのか訪ね ら

かって右側,すなわち東側の湖の周辺はきれい

れた時,そうだなあ,半袖 シャツで十分だろう

な公園になっているが,西側は整備されてな く

などと,寝ぼけたことを言 っていたのを思 い出

埋め立て られているようだ.このまま北 に進む

す.タイを連想 していたのだ.ここに来てか ら

とハノイ駅に到着するが右折 し,昨夜のサーカ

資料を見るとハノイは那覇 と似たような気候で,

ス劇場の近 くを通 る.この時の人だか りがで き

冬場はむ しろ気温が低いではないか.成田経 由

ていた.昨夜の話では午前中は子供に見せてい

で来たので幸いにある程度の防寒着を持 って き

るそうだ.さらに走 って市の中心 に出て目当て

たのでよかった.それがなければあわれ‑ ノイ

の レス トランに着いた.街に直に触れたのはこ

にて凍死 ということになりかねない.昨夜か ら

れが最初である.案内 して もらったのは比較的

の停電が依然 として続いており,スライ ドを使

大 きな中華 レス トランで料理 はおい しか った.

えないので黒板を使 って話をする.ここで開発

ビールを飲みなが ら楽 しい一時を過 ごす.耕転

0
0万 ドンの開発費
した機械類の話にな った.1

研究室には女性研究員が 1名いて頑張 っている.

をかけて耕転機 を開発 し, 1セ ッ ト3
0
0ドル,

ソンさんといい北朝鮮 に留学 していたそ うだ.

アタッチメントは3
0ドルで販売 している.ここ

ご主人は現在,留学中で子供と彼女がここに残っ
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ている.ベ トナムの家庭生活の話などを聞 く.

室のフイ氏の案内でハノイ東部のニューウイ ン

午後は文海氏と二手に別れ.動力研究室 のメ

村を訪ねる.我々に気を使 ってこのプ ログラム

ンバーに土の塑性論の講義を行 う.これはスラ

をセットされたのだろう.研究所を出て昨日通っ

イ ドが使えないために即興で行 ったもので,餐

た道をたどる.街の地理が少 しずつわか るよ う

料がないので判 りづ らかったのではないか と思

になってきた.日曜の朝だが人通 りは結構多い.

う.この間,文海氏は耕転研究室 のメ ンバーに

どこに行 って も人がいる感 じだ.今 日は猛烈 に

日本の農業機械生産の紹介を行 ったそ うだ.釈

冷え込んでおり人々の服装 はさなが ら完全武装

究室を見せてもらったがほとんど何 もない感 じ

といったところだ.全体的にカーキ色および黒

である.計測のセクションにはソ連製 の測定器

を基調 としたファッションだ.それで も若 い女

があったが正 しく真空管時代のものである.也

性はカラフルなスカーフなどをつけてオシャレ

能の程はわか らないがモニターの数値表示装置

を している.ここの女性は例外なくズボ ン (で

はコイル式の発光装置である.これには本当に

いいのかな)を着けている.まだまだファッショ

驚いた.しか しなが らこの部屋の技術者 は非常

ンを楽 しむゆとりはないようだ.昨夜 の劇場 の

に優秀である.このような‑ ンデを乗 り越えて

近 くを抜け,さらに北東に進むと紅河の堤防に

様々な測定装置を作 り上げている.しか るべ き

突 き当たる.路上にモ ミを干 してあ った り,千

環境であれば非常に伸びるだろうと思われる.

供達がポールのような形のベ トナムゴマで遊ん

すべてが終わる頃には薄培くなっていた.ロー

でいたりしてのどかなところである.しば らく

ソクの明 りで夕食をすませ,文海氏 と話をする.

河沿いに走 った後,空港か らこちらへ来 るとき

寒 くて震えなが らの会話だ.この夜 はテ ィン博

に通 った橋を渡 る.この橋 はチュオ ンスオ ン橋

士夫妻の案内で歌謡 ショーに出かける.博士 は

という名前のようだ.中央が自動車専用, その

経営工学が専門で,奥 さんは内務省に勤務 して

両側が 2輪車道 と歩道に分離 した構造で,橋 の

いるということだ.我々と同 じぐらいの年代だ

長さは lk
n程度はあろう (もちろん正確ではな

ろうか.劇場はそれほど大 きくな くフォークと

いが).少 し北側には鉄橋が並行 している.過

ポピュラーソングを中心としたプログラムであっ

5000ドン,
行料 は普通車3500ドン, トラック1

た,印象に残 ったのは女性司会者 のセクシーな

バイク200ドンである.ここでは公安 が厳 しい

声である.北部の女性は声に定評があるそうだ.

顔を して立 っている.幹線道路には普通一定間

ベ トナム戦争の勝因の一つはこの声を武器 に し

隔 (1k
m程度か)に公安が配置 されているが,

たことであることが後世の軍事研究家の手 で明

ここは特別に多い.橋を渡 って しば らく行 くと

かにされるであろう(
?
).終了間際にはここで

建物 はぐっと少な くなり田園地帯が広がって く

もランバダが歌われ様々な レベルで変化 しつつ

る.少 し離れたところに飛行場が見える.国内

あるベ トナムを感 じる.歌 はすぼ らしか ったが

線の空港かと思 ったがそうではないようだ (
国

音響は全 くダメである.装置自体 の悪 さもある

内線 もノイバイ空港を使用 している).

が音響係の問題が大 きい.かれはいい音 に調整

この通 りは鉄道 と並行 している.道路沿 いに

しようという熱意がないのか,調整 しようとも

アパー トを建設 しているところが次々と現れる,

しない.ある歌手は本当に怒 っているようだ っ

このあたりも将来は完全な住宅街に変わるのだ

た.帰 りに屋台で食べたウ ドンはおいしかった.

ろうか.ただ,よ くみると面的に宅地 になるの

研究所に帰 るも電灯がないのでランプの下で し

ではな くて,道路に沿 って線条に家が建て られ

ばらく話をして休む.

ている.車 は非常に少ないが車社会の構造 にな

6.ハ ノイが震えた日

りつつあるといえる.自転車を使 うに して もこ

1
2月29日は日曜 日だが,午前中 は耕転研究

の方が便利なのだろう.田舎の方 は集落があち
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こちに散在 している形態であるので変化が一 目

が収穫を行 っていた.その近 くの池を中心 に水

瞭然だ.ドイモイは人口の都市集中,農村 の過

路が延びており水門とポンプステーションがあっ

0
疎化を誘発するであろう.その一つの建物 に2

た.濯叔施設 はみた範囲ではかな りしっか りし

名程度がとりかかって人海戦術で作業 している.

たものが構築されている.道路にはマ ンゴーだ

板をわ くのは人力で行 っている.大 きなノコを

ろうか きれいな並木が続いている,この中にい

二人で引 く作業 は今の日本ではまず見 られない

ると日本の田舎にいるような錯覚にとらわれる.

が, ここでは普通だ.そう言えば研究所の近 く

しば らくして最初の家にもどる.どうや らこ

で もこれを毎日行 っている人達がいる.大変な

この主人は風邪で寝込んでいたようで,ベ ッ ド

作業だ.もちろん,ちゃんとした製材所ではこ

に頭か ら毛布を被 ってお られた.暖房器具 は見

のようなことはないと思 うが,廃材の再利用で

あたらず,家の構造が開放的であるのでこれで

この作業を行 っているのだろう (と思いたい).

は非常に寒いのではなかろうか.人事 なが ら心

宅地造成 もいたって簡単だ.水田の中に必要な

配になる.ここは比較的大 きな農家 なのか,庭

面積だけ土を盛 りその上に レンガや石を投 げ込

先に精米機がおいてある.これで付近 の農家か

んで基礎を造 っている.問題は道路 に沿 って普

ら精米を請け負 って商売 しているよ うだ.目先

通は潅概 ･排水用の水路が設けてあるが,道路

の利 く農家はこうして収入をあげているのだろ

への通路を確保するためにこれも 2m幅程度 に

う.耕転機の他に,納屋にはティラーやポンプ,

埋め立ててあることだ.きちんと した ところは

プラウ (ベ トナム製)などが置いてある.これ

簡単な橋を渡 してあるが,大概は埋め立てであっ

らも研究所で開発 したものだ.廃棄 された ロー

た.これでは水路が機能 しな くなる.後でちゃ

タリーの シャフ トがあったが,みると爪のホル

んと直すのだろうか.このように して家を建て,

ダー部がガタガタになっている.この辺 の改良

道路 と面 した所に簡単な店を出 してある.近郊

が今後の課題であろう.小学生 ぐらいの男の子

の通 りに並ぶ店の多 くはこのような造 りである.

が帰 ってきて木 に登 って果物 をとって くれた.

積極的に販売するというよりは生活の足 しにす

残念なが ら果物にはうといので名前はわか らな

ることを目的にした店が多いのではなかろうか.

い.この家族 と写真を写す.ベ トナムに来 るま

やがて分離帯を抜けると道幅が狭 くなり,檎

では, このような農家の中まで見せて もらえる

を渡 って小規模な市場のあるところで左折 して

とは夢にも思 っていなかった.ただの観光 をさ

小さな道路に入る.目当ての農家 に着 いたがそ

せてもらうよりはるかに興味深い.しか しなが

この主人が見あたらないので別の家 に行 く.こ

らここまで踏み込むのは国によっては非常 に難

の一帯は数軒の農家が集まっている.そ こに置

しいことがある.以前,インドネ シアの農家 を

いてあった耕転機を写す.この耕転機 はエ ンジ

見せて もらったことがあるが, この時は特別 に

ンがタイ ･ヤンマー製で. ミッションは中国製

許可 されたようだ.後で聞 くところによると普

ということだ̲さらに別の家 に入 る.ここは村

通はなかなかできないということだった.

長の家だそうで造 りが立派だ.庭 にはすぼ らし

1時間ほどでこの村を辞 し研究所 に帰 る.逮

い盆栽がある.家の中に入 り,お茶を ごちそ う

中の道では例の ミニ ･ガソリンスタンドで腰掛

になる.家具類はこれまで見た範囲では一番立

けて本を読んでいる売子の少年がいる.ベ トナ

派だ.息子 さんが応対 して くれたが,彼 は公務

ム版二宮金次郎 といったところか.帰 りにはハ

員だそうで今 日は日曜 日なので子守 のよ うだ.

ノイ駅の前を通 った.そこか ら南 に向 けて呉服

家の裏手には様々な果樹が植えてあ る.ここを

町が続いている.研究所に帰 ると ドイ ツ青年達

辞 して近 くの裏通 りに出てみる.集落 の向 こう

が管理人の娘 とベ トナム式の羽付 きをやって遊

には野菜畑 (
稲の間作)が広がり,多 くの人々

んでいる.羽付 きといっても蹴まりのようなゲー
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ムだ.部屋にじっとしていると寒 くてたま らな

ニンビン省 ヒュン･イ ･エン町を訪ね る.初 日

いので始めたそうだ.昼食をとるが寒 くてたま

と同 じ道を南に向けて走 り,さらに南に足を延

らない.午後はフリーなので暖をとるためにビー

ばす.道の両側にはすっかりおな じみにな った

ルを飲む,注文 しておいた ビールが 1ケース届

田園風景が続いている.今朝 は薄 日が射 してい

いているのでいくら飲んで も大丈夫だ.で も暖

たので暖か くなることを期待する.道すが らラ

か くはならないね,やっぱり.街 に出ようか と

ム所長にいろいろと質問する.

相談するがここか らは遠す ぎる.文海氏が知合

所々で人力で濯概を行 っている.見かけた範

いの文化省次官 クァン氏に電話で連絡をとって

囲では 2つの方式があるようだ.一つ はバケツ

いる.何 とか連絡はとれたが,今 日は日曜で運

状の容器に 2本のひもをかけ両側か ら二人でそ

転手がいないので後で自転車でこちらに向か う

れを緩めて水を汲み,それを引きあげて別の場

ということだ.これには驚 いて しま った.まず

所に流 し込む方法である.器用 な ものである.

そんな偉い人が我々に会いに来て くれるという

面白いように汲み上げているが二人の呼吸が合

ことと,次官 といえども日曜には自転車 とい う

わないと難 しい.もう一つは水路 の上 にプラン

のがすごい.それまで時間があったので しば ら

コのようなや ぐらを置 き, プランコの踏み板 の

く寝 ることにする.とにか く寒い.

部分に容器をっけこれを揺 り動か して水を汲ん

クアン氏は午後 4時に到着 されたが,どこか

では移す方式である.いずれ も大変 な重労働で

らか自動車を調達 されていた.レーニ ン公園の

ある.くわで水田を耕 している光景 もあちこち

前を通 り,市の中心部にあるホアンキエム湖畔

に見 られる.

の玉山両に行 く.これは湖の中に突 き出た有名

研究所を出て 1時間 も経つと自転車 もめ っき

な寺で正月の準備を行 っていた.ここを出て西

り少なくなった.野菜畑 (
水田)も減 り,代わ

湖のほとりにあるタンロイホテルを見 る.これ

りに トウモロコシが多 くなる.今 の輸送体制で

は外国人目当てのホテルで,よく見ると日本人

はここらが都市近郊農業 とそれ以外の農業地帯

が一人歩いていた.最後に文廟を訪 れた.ここ

との境界なのだろう.時々,小さな町がでて く

は昔の大学で,中国か ら導入 した科挙の合格者

る.そこに並ぶ店には部品屋が多 い.右手すな

の名前を刻んである石碑を背負 った石の亀がた

わち西側にかすかに山並が見えてきた.かすん

くさん並んでいた.かなり荒れていたのを現在

でいるがかなり急峻ですばらしいシルエットだ

修復 している最中だそうだ.研究所 に帰 り寒 さ

結局,中国南部に広がる石灰岩地帯はここまで

に震えなが ら夕食を済ませ,毛布を被 って文海

続 き,一方 は トンキ ン湾に延び,他方 はここか

氏 と話をする.ベ トナム産のビール, ｢トゥルッ

らベ トナムの背骨,中央山脈へとつながってい

クバ ック｣を大量に消費 したのはいうまで もな

る.所々にサ トウキビ畑が見 られ る.水田の中

い.これは味はまあまあだが缶のオープナーの

か ら石灰岩の奇岩が突 き出ている.すぼ らしい

強度が弱 くうまく開けないとちぎれて しまい飲

観光資源 と思えるが,近付いてみると残念 なが

めないことになる.これが切れた らまず明かな

ら採石場になっている.ここではまだ ｢観光｣

333｣
いので悲惨だ.ベ トナムにはこの他 に ｢

という概念はないものとみえる.その麓 に石造

というど‑ルがある.これは南部産で どち らか

りの小さな教会がありなかなかの景色なのだが.

というと味がよい.夜 も遅 くなってか らよ うや

しばらく走 ったところにはピサの斜塔のよ うに

く電気がっ く.長い停電だ った.寒 いなが らも

傾いた岩塔があった.ゆっくり倒れているそ う

明るいとはっとする.

だ.この辺 りの民家はハノイのそれに比べ ると

7.エンジニアはロマンチス ト

かなり大 きい.正面に石灰岩の山が現れ,川が

1
2月3
0日はラム所長 の案内でハ ノイ南方 の

合流 しているところに着いた.ここか らニ ンビ
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ン省だ,山麓に大 きな工場 があ る.セメ ン ト工

ドイモイで小区画化 されたために現在では前よ

場かと思 ったが,石炭火力発電所だそ うだ.こ

り減 っている.農家 は 4輪 トラクタよ り耕転機

こで左折 して省の庁舎のある町を通 り,比較的

を希望 している.農産物の輸送は以前はリヤカー

大 きな橋を渡 ってさらに左折 して元に戻 る方向

が主体であったが,能率が低いので今では自転

に進む.水路沿いに しばらく走 ると小 さな町 に

車に変わっている.これはハ ンドルとフレーム

00k
mはど走 って
入 る.目的地だ.‑ ノイか ら1

に補助棒をつけて,大量の荷物を構んでも操作

いるそうだ.

できるように してある.ベ トナムでは最 もポピュ

町役場に着 き, タム町長のあいさつを受ける.

ラーな輸送機関である,ベ トナム戦争時代のフイ

彼は北京に留学 していたエ ンジニアで,現在,

ルムにこれで物資を運搬 しているシーンがあ っ

ラム所長の指導で学位論文をまとめている最中

たのを思いだ した.自転車 は荷物 を降 ろ した後

である.活連な人で,エ ンジニアであると同時

は補助棒を外 して乗れるが, リヤカーは荷物の

に詩人で もある.詩集 も発行 してお りその中の

有無に関わ らず歩かなければならないのが欠点

い くつかを紹介 して もらった.この町の濯概 ･

である.1戸に 2‑3台の自転車があ って活躍

排水 システムを中心に紹介 して もらった.ここ

している.収穫 した稲 は足跨式の脱穀機で脱粒

7000haが耕地
は面積が24000haで,その内, 1

し,モ ミにしてか ら運搬 している.刈取 り直後

である.人口は220000人で農家は55000戸,人

に圃場で脱穀す るので,モ ミの乾燥 (ほとん ど

5%を占める純農村である.
川が この町を
口の8

天日)が必要である.モ ミの貯蔵 は 1トン容量

包むように大 きく蛇行 して流れているために,

の木の箱に入れて行 っている.乾燥が不十分 な

西部には低湿地帯が広がっている.この一帯 は

ために発生す るロスも少な くないそ うである.

半年 は水位が上がり,以前は舟で稲の収穫を行っ

特に雨の多い時期の収穫では深刻な問題である.

ていた.すなわち浮稲が栽培 されていた.東部

必要に応 じてモ ミ摺.精米を民間の横械で行う.

はわずかに高 くなっている.3ヶ所 のポ ンプス

防除作業 は肩掛式防除桟を使用するように国の

テーションが設置 されており.大容量ポンプ 7

方で指導 している.農家の所得はモ ミ単位 で年

台 と中容量 ポンプ40台が稼働 し.主に,排水を

g,貨幣単位で40万 ドン程度であ
間およそ400k

行 っている.現在 もう1
ヶ所を計画中である.他

る.

に小さなホンプ場が60ヶ所設置 してある.この

これが タム町長の話の概要である.この町で

2000haか ら
排水事業 により稲の作付面積 が 1

はこの他に木を用いた工芸品の製造が盛んであ

1
5000haに増えた.今では短 カ ン種が栽培で き

る.この後,役場のゲス トハウスで昼食 を ごち

るようになった.収量 (1期作 ) は昔 2.
5トン

そうになる.話が弾んで ビールが うまい.ベ ト

/ha
程度だったが,現在では 4トン/haになっ

ナムではこのような席に必ず運転手が同席する.

ている.東部 はやや高 くなってお り砂質土で水

夜 もそうだ (サーカスと歌謡 ショーには同席 し

の浸透が早いので港概が必要である.濯就 ･排

なかったが).日本ではまず考え られない習慣

水能力 は現在のところかなり不足 しているので

である.昼になって も期待 していたよ うには気

これを上げるのが課題である.砂地では落花生,

温が上が らず相変わ らず寒い.昼食後. ゲス ト

ジャガイモなどが栽培 されて高収をあげている.

ルームに案内され休憩する.このような部屋 に

タケノコを ドイツに輸出する予定である.電力

は必ずベッドが備えてある.昼寝用だ.日本で

が動力源で,使用料は収量の 7%と面積を考慮

も昼寝を導入 したらよいか もしれない.この部

して徴収 している.ポンプステー ションの操作

屋に休んでいたら少 しアルコールの入 った見知

は町の レベルで行 っている.

らぬお じさん達が 3名やってきて訳のわか らな

国営農場には トラクタが導入 されていたが,

‑

いまま日越親善のあつい握手を交わ していた.
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初は水路沿いにある,精米所を訪ねた.小 ポ ン

8.釈迦に説法
1
2
月31
日は耕転研究室のスタッフと ミーティ

プ場の中に機械が置いてありポンプの動力電源

ングを行 う.午前中は文海氏がス ライ ドで ロー

で精米横を動か しているものである.ポ ンプ場

タリ耕転の講義を行い,私がサ トウキビ作 の機

は水路の向こう側にあったので車を降 りて橋 を

械化の紹介を行 った.我々の話のキーワー ドは

徒歩で渡 る.丁度その時,自転車 に くず鉄 を積

｢
農業は農家に学べ｣ とい うことである.社会

んで段差になったところで苦労 している女性が

主義国で毛沢東 と同 じことを言 って きた訳だ.

00
k
g
以上はあろう.フェ
いた.軽 く見積 っても1

釈迦に説法で,いささかずうず うしい感 じもす

ミニス トのタム町長が早速手助けに駆けつけた

る.意外に思われるか も知れないが.論語読み

午後はタム町長が先導 して町を案内す る.慕

が,勢い余 って自転車は転倒 して しまった.棉

の論語知 らずでこのような国の方が基本原則か

米所を見学 していると子供達が集 まって来 た.

ら遠ざかっていることも少な くない.昼食 は外

写真を撮ろうとしたら逃げて しまった.先 日の

務省広報局局長 クアン氏に招待 されてご馳走 に

子供達 とは勝手が違 った.ここを出て工芸 セ ン

なる.この方 も活達で話が面 白い.南部出身だ

ターに行 く.製品は木工品,竹細工が中心 であ

そうだ.NHKがベ トナムの特集 をや った時か

るが,全体的に質素である.デザイ ン,色合い

ら日本 と関係があり,訪問 したことがあるそ う

ともにはっきり言 って野暮 ったい.自由主義国

だ.このような体制の国の指導者層 は話が非常

にも輸出を希望 しているようだが,売れるもの

に硬いのではないかと思 っていたが必ず しもそ

を製造するにはかな りの改善が必要 であろ う.

うではないようだ.風刺のきいた小話 と艶談が

ただ し値段はびっくりするはど安い.何 も買わ

次か ら次へと飛び出 し本格的な宴会になって し

ないのも悪いと思 ってここで一輪差 しを 3本買

まった.このため午後の部はかなり遅れてスター

う.タム町長 とラム所長か らそれぞれ竹製 のハ

トした.午後は文海氏が筑波国際農業 セ ンター

ンドバ ッグと絵板をプ レゼントして もらう.成

の紹介を行 って終了 した.この後, い くつかの

田か ら那覇までこの重 さでへばりそうになった.

研究室を訪ねた.日本の資料を見て試作 した落

ハノイまで距離があるので, ここでタム町長 と

花生の割 きょう機 (
殻割機 )を見せて もらう.

別れを告げ帰途につ く.

かなりの損傷がでており改良を要す る. 5階 は

帰 りに火力発電所近 くの河の合流点にあ る有

宿泊室だけかと思 ったが,隣はどうも研究室の

名な寺を訪ねる.これは河の中に突 き出た石灰

ようだ.2･3日前か ら廊下にマ ッ ト苗がおい

岩の小山になっており昔か らハノイ南方の軍事

てある.試験を行 っているよ うだ.これは個人

と交通の要衝 となっているそうだ.ハ ノイへ は

的には非常になっか しい代物であ る.ただ し,

必ずここを通過 しなければならない し,逆 にこ

発芽不良でとて も実用になるようなものではな

こを押 さえれば‑ ノイは手 の届 く位置 にある.

かった.初期の温度 コントロールが うま くいっ

0
このため古 くか ら戦場になっている.高 さが4

ていないのではないかと思われる.

‑5
0
mで周囲は岸壁 となっており,上部 にはか

夜はラム所長 とロン副所長夫妻の招待で市内

ってフランスが築いた古い トーチカが残 ってい

の レス トランでパーティを開いて もらった.ベ

た.ここの攻防戦で活躍 したベ トミン時代 の英

トナムではテ ト (
旧正月)がメインであるので,

雄像があり,寺には坊主兼ガイ ドが いた.訪れ

大晦日といって も特に行事 はないよ うだ.ただ

る人 も多いと見えて基部には線香などを売 る店

明日は 1日休 みなのでいつ もよ り人出は多 い.

が 2‑ 3軒あった.眼下に広がる河 と田園 は確
かにベ トナムだ.

ごちそうが並べ られたが昼間食べ過 ぎたので思
うように入 らない.ステーキがでて きたのには
驚いた.研究所に帰 ると ドイツ青年達が爆竹 を

‑5
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もってきて今か らな らそうと言 っている.夜 も

べ,日本女性 と結婚す ることだそうだ.最後の

遅いか ら明日にしようと言 って,彼 らにもど‑

項は昔ならともか く現実は厳 しいよと教えてあ

ルを分ける.毛布に くるまりビールを飲みなが

げたかったが夢をこわす こともあるまい.初夢

らパ ソコンに今 までの記録を打 ち込む.時折,

を見 る目で もあるし.冗談はともか く, これ ほ

かすかな爆竹の音を聞 きなが ら本当に1991年

どまでにフランスの影響は強い.その一つ とし

は静かに静かに暮れて行 った.

てフランスパ ンがある.これは街のいたるとこ
ろで売 られ,何の不自然 さもなく庶民の食卓 に

9.ハ ッピー ･ニューイヤーはインスタントラー
メンで
突然の爆竹音に目がさめる.1月 1日午前 6

とけ込んでいる.これ もベ トナムの一面である.
さて話を戻そう.店には想像以上 に商品が豊
富に揃 っている.時計,電気製品, カメラなど

時,例の ドイツ青年達が待ちきれな くなって鳴

も結構多い.日本!
臥 台湾製,香港製 などであ

らしたようだ.新年を迎え彼 らも何か騒 ぎたかっ

る.どのようなルー トで入 ってきているのだろ

たのだろう.ここにいると正月という実感はさっ

うか.店を切盛 りしているのはおばさんたちだ

ぱり湧かない.ベッドの中で一年 の計 を練 ろ う

(
若い美人 も多いことも付け加えてお きたい).

とするが頭は眠 ったままだ.家族 はど うしてい

この国の女性は非常にたくましく働 き者で, カ

るだろうか.寂 しい正月を迎えさせて しまった.

カア天下の国 として も有名だ.彼女 らは筆書 な

電話の事情が最悪に近 い状態 (
要するに通 じな

体にす ごいエネルギーを秘めているのだ (
本当

い)なので新年のあいさつ もできない.今年 は

に秘めているだけかどうかは保証の限 りでない

旧暦でいくことに しよう.今朝の朝食 はラーメ

が).幼児用のジャンパーがあったので息子 の

ンであった.これは 2回目であるがイ ンスタン

0
0円であ った.この他 にお茶
みやげに買 う.2

トだ.食卓についてまずは 2人で新年 のあいさ

や蓮の実の砂糖漬けなどを買 った.続 いて入 っ

つをする.今日は トゥエ氏の案内で市内見学 に

たテナント形式のデパー トは商品 と人で一杯だ

出かける.ホアンキエム湖の脇に車 を止 めて商

この国は地震がないせいか構造物はびっくりす

店街を歩 く.この辺 りはフランス風建築のバル

るはど草書だ.構造材 として鉄筋な らぬ竹筋が

コニーのある 2‑3階建ての家が並んでいる.

使われるのも特徴である.それに して も床が落

最初ハノイに着いたときは薄汚れた街 とい う印

ちるのではないか と心配 になるよ うな状態だ.

象であった.冬 という季節 のせいもあろ うが,

店の中をのんびり歩いていたら持ちきれないほ

日頃見慣れている日本の街.あるいは,バ ンコッ

どの買物をさせ られそうになるほど商売上手 な

クなどと比べるとこのような印象を受けるの も

ので早々に退散する.ショッピングの好 きな人

仕方がないのだ.ところが不思議 な ことに しば

にはこたえ られない場所であることは請け負 っ

らく序在する間に次第にこの街の色合いが 自然

てよい,ただ し,ギ ンギラのブラン ド品を買 い

なものに感 じ始めたのだ.最初は目が悪 くなっ

あさって喜ぶような手合いにはもちろん勧 めな

たのではないかと疑 ったがそうではない.これ

い.

はハノイの色合いなのだ.見 るものの心象 を写

ここを出て歩いていると/
J
嘩:
校低学年 ぐらい

す心理テス トのようなものだ.よ く見 ると‑つ

の子供が文海氏に金をせびっている.見 るとは

一つの建物 はなかなか シャレている.歩 いてい

だ しだ.かわいそうに思 ったのか彼が金 をあげ

る人達 こそベ トナム人であるがパ リの下町を想

たら.さあ大変,次々と新手が現れ る.彼 らは

わせるたたずまいである.これで少 し手を加え

目榛を定めて互いに連絡をとりなが らアタック

れば添酒な町並みが出現するだろう.ベ トナム

しているようだ.これにはさすがの文海氏 も音

男性の夢 はフランスの家に住み,中華料理 を食

をあげていた.こちらは金持ちにみえなか った

ー5
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のか一人 も近寄 ってこなかった.この後,国営

水路 と川の堤防に並んで道路が走 っている.そ

デパー トに行 き薬草類を買 う.どのよ うに使 う

の内サ トウキ ビ畑が現れ始めた.我 々の所 のよ

のかはわか らないが,ベ トナムでは貴重品だ と

うにまとめて全面に植え付けてあるのではな く

いうことだ.これは安 くなか った.このデパ ー

ポッンポッンという感 じだ.品種 などは判 らな

トでは店員は制服を着ていたが愛想な しであ っ

いが結構大 きく, きれいに剥葉されており管理

た.ふと通 りをみると何 とスカー トをはいた女

は良好である.キ ビ畑 はそのまま水 田になる,

性が一人いるではないか.中国人のよ うだ.ギ

すなわち,田畑転換が行われているよ うだ.こ

ンギンに着飾 っているが, ここの雰囲気とは全

のため畦間にはかな り深 い溝が掘 られている.

く不似合いな感 じだ.日本の某テ レビ局の女性

レイノソ ･システムに似た栽培方式だ.このよ

アナウンサーが ミニスカー ト姿でこの国に きて

うな輪作 システムは土壌害虫の駆除には有効で

エイ リアンをみるような視線に晒されたという

あろう.この一帯で も野菜の栽培が盛んに行わ

話があったが, この頬だ.外国に行 くときは最

れている.
ハノイか ら遠ざかるにつれて次第に竹が増え

小限の心配 りは必要だ.
屋台に行 って昼食にウ ドンを食べ る.おい し

て くる.水田は棚田状になって きた.右手 (
北

かったので全員おかわ りをする.文海氏の親戚

側)には丘陵が広が り始め,茶やカッサバが栽

の家に立ち寄 りあいさつ して研究所 に帰 る.し

培 されている.これまでこの国で見慣れて きた

ばらく休憩 していたら,ポンプ関係の技術者が

のとは異なる景色になりつつある.ホア ビン省

2名訪ねてきたので,情報交換を行 う.夜になっ

に入 る.途端に石灰岩の険 しい山が現れ始めた.

てラム所長 も訪ねて来 られたので一緒に研究所

中国の桂林 と似ている.道路は登りに差 し掛かっ

内でささやかな新年パーティを開 く.

てお り,次第に谷間に入 って行 く.畑 にはバナ
ナや茶などが栽培 されている.竹山 も多 くなっ

1
0
.ユーカリは山を覆えるか

た.サ トウキ ビは表皮が紺色の生食用 の品種 に

1月 2日はラム所長の案内でハノイ西方 のホ

変わってきた.これがハノイで売 られているの

アビン省を訪問する.これでハノイを中心 に東

だ.峠を越え,緩い下 りになり,やがて谷が広

西南北余す ところな くE]
ることになる.昨夜か

がり谷合の盆地 にで る.ここまで来 ると風景,

ら明け方にかけて強い雨が降 っていたが,今で

家,作物はハ ノイ付近 とは全 く異 なっている.

も小雨が残 っている.研究所前の路地 を出てす

家は小さく粗末でワラぶ さが多 くなる.やがて

ぐいっ もとは反対に右折する.始めての通 りだ.

小さな町に入 り県庁に到着 した.

研究所付近のこの一帯は軍事基地になっている

あいさつの後,県庁のソン氏よりここの農業

ようでその中に ミル, ミグや機関砲などが見え

7
5
0
の概況 を説明 して もらった.県 の面積 は4

る.このためこの辺の街は比較的静かで,また,

k
d
i,農地が7
2
0
0
0
h
a
で耕地が5
3
0
0
0
h
a
,森林

全休的に宜 しい雰囲気だ.しばらく走 ると分離

2
2
0
0
0
h
a
である.人口は約7
0
万人で農業が産業

帯のある大通 りに出た.片側 2､ 3車線で歩道

の中心である.山間地にはいくつかの少数民族

までついている.途中か らトロリーバ ス用 の架

が生活 している.稲作,野菜類の他 にカ ッサバ

線があったが走 っているのは見かけなか った.

1
5
0
0
0
h
a
.茶5
0
0
0
h
a
などが栽培 されている.茶

大通 りか ら右に別れ しばらく走 ると田園地帯 と

の加工場は4ヶ所あるが,最近 は農家が自分で

なる.両側に水田が広がるが, ここも小区画で

加工 したがっている.このため燃料用 に山の木

ある.一つの水田を小さく分割 したようだ.あ

が不法に伐採 されるので困 っている.うる Lは

ちこちに散在する木々のシルエットが雨に煙 っ

5
0
0
0
h
a
で栽培 されているが加工能力が2
0%し

て美 しい.所 々に小 さな レンガ工場が見える.

かな く残 りは中国へ輸出 している.その他,落
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花生 20
00ha, サ トウキ ビ3000ha,柑橘類 300

後,車でダムサイ トに上がった.雲で遠 くは見

haとなっている.現在 コーヒーの栽培 に期待 し

えないが湖が谷の奥の方まで広がっている.運

黒糖)
ており5000haを予定 している.製糖工場 (

転手のベ トコン･メッコ (ヘルメ ッ トの こと)

00
は 1ヶ所で残 りは生食用である.畜産では81

を借 りて記念写真を写す.思 ったよ り軽 いので

0頭の水牛 と3000頭の牛が主に役牛 と して飼育

たたいてみるとボール紙でで きているよ うだ.

されている.豚 は21
000頭である.水牛や皮 は

みかけのような強度 と重量はないのであ る.ダ

0m
'
輸出も行 っている.林業 として は年間600

ムサイ トの記念碑にはタイムカプセルが埋 めて

のラワン材を生産 している.過剰伐採 に対応す

あるそうだ.着工当時の若 い労働者達 の手記が

るために植林を行 っているが追いっかないのが

入 っていて,数十年後に人々に読んで もらいた

実状である.日本などを相手に漆や革製品の商

いということだそうだ.

売を したいがノーハウがないので困 っていると

ダムの見学を終え県庁に別れを告げて帰路 に

いうことだ.ドイモイで商売がかなり自由になっ

つ く.来た時に比べると少 し雲があが り視界が

たのはいいが,計画経済の体質か ら抜け出すに

開けている.見える範囲の山なみはほぼ伐採 さ

はまだまだ時間がかかりそうだ.特 にエ リー ト

れつ くしている.ユーカ リの木が植林 されてい

はど社会主義が身に染みているので方向転換 に

るがまだ小さい.放置 されたところも少な くな

苦労するであろう.いかに産業を振興 させるか,

い.聞 くところによると中部山岳一帯 はもっと

今回訪ねた市町村すべてに共通する課題のよ う

ひどいようだ.ユーカ リが大 きくなって山肌を

だ.逆に言えば今が事業を興す一番 のチ ャンス

覆 うのはいつのことだろう.ベ トナムの海底油

か もしれない.

田の採掘が軌道に乗れば, この事情 もある程度

話が一句切 りついたところで,研究所で開発

改善 されるだろうか.

した機械の紹介 ビデオをラム所長が持参 してお

研究所に着 くと停電 は直っていた.文海氏の

り,県庁の職員にみせる.このよ うに して宣伝

知合いの看護婦 さんが訪ねてきた.彼女 は J I

しているようだ.

CAの研修で東京の国際セ ンターに滞在 したこ

昼食をごちそうになりゲス トルームで昼寝 を

とがあるそうだ (この時点まで も研修生受 け入

する.今回は本当に寝て しまった.もはや立派

れは人道的な観点より医療関係では行われでい

なベ トナム人である.午後 2時過ぎに県庁のジー

た).我々がここに滞在 しているのを非常 に驚

プに乗 り,ホアビンダムの見学に出かける.県

いていた.研究所の周辺 はハノイの貴民街で彼

庁の基山の向 こうがダムになっている.川はダー

女 もこの地区に足を踏み入れたのは初めてだ と

川だ

いう.日本の生活 レベルを見てきた彼女 と して

(
!
)
.
このダムはソ連の援助で造 られたロッ

クフィルダムである,案内の女性がついた.こ

は日本人はとて もこのような環境には住めない

の人がいないとダムには立ち入れない.ダムの

だろうと思 っていたそうである.これはニュア

中腹部を通 って行 く.周朗の景色 との関係で ダ

ンスの差 はあれラム所長にもある気持ちのよう

4
ムはそれほど大 きく感 じないが高さ40m 幅6

だ.このため彼 らにできる最大限の もてな しを

0mで60億 トンの貯水能力 を もっている.ハ ノ

して もらった.ところが我々二人 はたいがいの

イの洪水調節を主目的 とした多目的ダムである.

所には住めて しまうお じさん達なのである.あ

発電所に着 きここで車を降 りて トンネルを歩 い

なた方を尊敬 します, と言われて何や ら妙 な気

て発電機を見に行 く.ここで今回の旅行で は初

分になった.ただ ここで公平な観点か ら述べて

めて写真を撮 らないで下 さいと言われた.発電

おかねばならない.それは, この一帯 はベ トナ

機は予定の 6割程度が設置済み とい うことだ.

ム戦争中最 も激 しい械塩爆撃を受けた地域だ と

トンネル内にヨーロッパ人技術者がいた.この

いうことだ.軍事施設が近 くにあったことと,
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ハノイ中心部は外国の大使館などがあるので対
象とはなりえず,かわ りにここが八つ当 り的に

1
2.別天地へ
1月 4日はハノイを離れ,ホーチ ミン市 に向

壌車 されたのではなかろうか.す ぐ近 くに大 き
な病院があったが これ も標的になったそ うだ.

か う日である.強い雨が降 っている.飛行機 は

この影響が様々な意味で尾を引いているのであ

飛ぶだろうか.訪問中の活動経過 と,今後交流

る.

を推進すべ く相互に努力する旨を記 した報告書
に所長,副所長,我々の 4名でサインしてハ ノ

l
l
.宿 題

イでのすべての仕事 は終了 した.研究所の人 々

1月 3日はハノイ滞在最終 日であ る.午前中

に別れを告げノイバイ空港に向かう.ここで会っ

はラム所長, ロン副所長 と今後の協力などにつ

た人々はとても親切で暖かい人達であ った.そ

いてディスカッションを行 う.不要 な中古 の農

れに して も寒かった.まさしく‑ノイが震えた

業機械や計測器頬があれば送 って欲 しいという

日々であった.途中までラム所長が同行 された.

ことだが,今のところ送 る方法や手続 きがわか

トゥエ氏が空港まで送 って くれた.国内線 ター

らない.研究課題だ.また,農業関係 の調査 な

ミナルは比較的立派であった (という風に見え

どでベ トナムを訪問 したい方があればここでい

た).我 々を乗せたベ トナム航空 のツポ レフ

ろいろと便宜を計れるそうだ.この中で 1‑ 2

(
TU1
34)は定刻の 1
0分前 に,戦闘機 のよ うな

年以内にこちらでセ ミ･シンポジウムを開 こう

軽快なエンジン音 を響かせて飛 び立 った.1時

ということになった.大変な宿題 を背負い込ん

間半後には灼熱のホーチ ミン市 タンソニッ ト空

だものだ,ささやかな交流の一歩 として何 とか

港に着陸 した.め くるめ く光の中で休中か ら汗

実現 したいものである.午後はスライ ドを用 い

が吹 き出すのを感 じた.この先は同 じ国 とは思

て沖縄の紹介を行 う.文海氏はエジプ トとペルー

えないほど異なる環境の中で我々の行動 も全 く

I
CAプロジェク トを紹介す る.ペルーのそ
のJ

異なるものが展開 した.非常に長 くな ったので

れはゲ リラ襲撃事件で日本人専門家 3名が犠牲

余韻を残 して (
本当はここからが面白い)スイッ

になったところだ.事件の 1年 ほど前 に文海氏

チを切 りたい (
筆を置 く).

が専門家 として派遣 された時に写 したスライ ド
む す び

である.その後,世話になった研究室 を訪ねて
話をした.夜は我々で関係者を招待 してパーティ

992
年 1月 9日.胸 に名
タンソニット空港,1

を開 きたいと手配をお願い したが,逆にご馳走

札をつけた移住者のグループ,その見送 りの一

になって しまった.ここで もお茶 やお菓子 をひ

族 ･知人達,日を赤 くして泣 きぬれ,抱 き合 っ

と抱えおみやげにもらった.いよいよ明 日か ら

て無事 と幸運を祈 り,別れを悲 しむ人々.帰国

ホーチ ミン市だ.文海氏はさすがに うれ しそ う

の時,我々は異様な雰囲気のただ中にいた.ベ

だ.向 こうとも何 とか電話連絡がっいたようだ.

トナムの戦後はまだ続いている.この光景 はい

ここは電話 は局に接続を依頼 して待つ,旧式で

つになったら終わるのだろうか.この国の複雑

いっつながるとも知れない不便 な代物 である.

さと問題の疎さは最後に明瞭な形をとって私 の

皿に も満た
人口300万のハノイ市の電話帳 は Ic

前にたち現れた.光 と陰,そ してその中問の不

ない厚さで,個人所有のものは数ページしかな

透明部分,ベ トナムを理解するには様々な視点

い.もらったみやげが多いのでパ ッキ ングに苦

が必要であることを教え られる.

労する.ふと気が付いたのはここに来てから太っ

ベ トナムは今,重大な岐路に差 しかかってい

たことだ.世界の最貧国で太 るとはいささか恥

る.あるいは大 きく変わ り始めたと言 った方が

ずか しい話である.

適切か も知れない.この変化 は人 々の生活 に何
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をもたらすのか,農業 ･農村をどのように変え

ば期待通 りに作動 しない.これはシステム理論

るのか.あるいは農業 はテイクオフできるのか.

の教えるところである.この国を発展 させ るの

新 しい流れの中で人々は期待 し困惑 しつつ もた

は決 して経済援助ではない.これは過去の事例

くましく生活 している.様々な意味で極 めて高

の教えるところである.この意味で日本の援助

いポテンシャルを持っこの国であるが,歯車を

のあり方 も再検討すべき時期に来ていると言え

うまく噛み合わせないと今の状態か ら抜け出す

よう.短期間の清在ではあったが, いろいろな

のは困難である.個々の部品の性能 ･機能がい

意味で恵まれた環境にある我々は原点に帰 るこ

かに優れていて も全体のバ ランスと基本構造が

との重要 さを教え られた.

適切であり,かつ,向上への強い意欲がなけれ

写真 1 研究所の所長室,ラム所長と筆者

写真 2 ビールも嬉 しい豪華な食事
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写真 3 耕転研究室の若いメンバー,明日のベ トナム農業は彼らにかかる

写真 4 研究所の計測機器類
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写糞 5 7‑ソン村の農家の中で

写真 6 ダイ7ン村の碑執 こてティラーの漬示
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写真 7 ベ トナムの輸送を引き受ける自転車,ニューウイン村にて

写真 8 ハノイの街角,1992年元旦
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写真 9 菩提樹の下で,この子か大きくなる頃はベ トナムは
どうなっているだろう,フーソン村にて
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