
アルマティの秋

新カザフスタン事情

岡田　久美子

『やめといた方がい・んじゃない？』

　雲の動きに、虫の音に、高原には初秋の気配が

既に濃くなっていた。　白樺湖にほど近いUさん

の別荘で、地理のクラスメート数人、熱い紅茶に

楽しく寛いでいた夜のひととき。

「えっ、キルギス？　お隣りでたいへんよ！」

見るともなくテレビの画面に目をやっていた一人

が叫んだ。　この時が、以後解決まで2ヶ月余を

要した日本人拉致事件の第一報だったのだ。

　所属している全国組織の婦人団体では、世界的

視野を広めるために、毎年幾つかの“視察研修”

グループを海外へ送り出している。またそれとは

別に、小人数の“調査研究”が1グループ設定さ

れて、これには文部省の補助金が付く。　これは

3～4名なので小廻りが効き、密度の濃い調査が

可能なのも魅力だ。ある意味ではいずれ“視察研

修”の団体を送り出すための“下見”とも言えよ

うか。　それだけにパイオニア的要素があって、

未だ手付かずの国へ出掛けられるのが面白い。

　だから、’99年度は「カザフスタン」と聞いて、

早速食指を動かすことにした。幸い選考にもパス

し、派遣者3名の中に入ることとなった。

　乏しい資料に悩みつ・も、見知らぬ国への憧れ

と期待は脹らむ。それをつい先刻、クラスメート

に熱っぽく話したばかりだったのだ。

「危ないよ、やめといた方がい・んじゃない？」

「万一のとき、お金出してくれるとこ、ある？」

　草木の無い荒涼とした土地。　高しい山々。

浮ついた気分で行けるところではないらしい。

夢に見た、薫風吹きわたる草原とは程遠いテレビ

の画面に見入りながら、この時、何とはなしに腰

の引けてくるのを感じてしまっていた。

　ところが。　　帰宅してみると、夫も、遠方に

住む子供達も、至って平然。

メンバーのあとの2人も、「あれは山の方でしょ」

と動じていない。　　結局、一番心配してくれた

のは地理の友人達だったのだ。

　但し所属団体の決定として、日程の短縮と行動

の都市部限定が、このあと通達されて来た。

　カザフスタンの国際空港アルマティに乗り入れ

ている便は、モスクワから、フランクフルトから、

イスタンブールから、ロンドンから、ソウルから

と、いろいろある。　外務省では安全確実という

点からルフトハンザを勧められたが、時間も掛か

るし運賃も高い。時間も費用も最低なのは韓国の

アシアナ航空なので、迷わずソウル経由に決める。

関空～ソウル1時間半、ソウル～アルマテイは6

時間ほどで到着できるのだ。

　先ずビザを取らなければならないのだが、その

発給には現地からの招待状が必要となる。中央ア

ジア専門の旅行社に頼めば、1人当たり2万円ぐ

らいで都合してくれるが、観光ビザになってしま

う。そこで、今回現地事情をあれこれ教えて頂き、

実際に便宜も図って頂いたカザフ通と定評のある

京都大学の1教授にお願いし、NGOの団体などに

頼んで頂いた。ところがいざとなってから、日付

が間違っているというトラブルが知らされ、（後

になって分かったが実際には正しかった）もう出

発ギリギリに在カザフスタン日本大使館宛にパス

ポートのコピーをFAXで送って何とか間に合わ

せるという、胃の痛くなるような有様。

　この他に、訪問先、通訳、ホテルなどの基本的

なことも「何故これしきのことが？」と思うほど

すんなりとは決まらず、決まったかと思うと覆さ

れ、出立前夜まで、一難去ってまた一難。

関空に向かう新幹線に乗り込んだときには、既に

一仕事終えたかのようにくたびれてしまっていた。

もう、「何とかなるさ」と居直るしかない。
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アルマティの秋

黄葉に埋まるアルマティ

　’99年のセンサスによれば、l13万人の人口を

擁するアルマティ。カザフスタン唯一の百万都市

である。2年余り前までは首都であり、その機能

が新首都へ移りつ・ある現在でも、依然として旧

首都としての実力を誇っている。

　初めての土地に旅するとき、飛行機が高度を下

げて地上の風景のあれこれが見えてくると、心弾

むものなのだが、こ・アルマティでの国際便の発

着は何故か全てが深夜。　おまけに通関手続きに，

ひどく時間が掛かると聞かされているから、眠気

も吹き飛んで、さて、と身構える気分。

　10月中旬、午前1時半の外気は思ったほどには

寒くない。　イミグレーションは、運よく行列が

長くなる前に通過でき、バゲージも途中の乗り継

ぎの故か早く引き取れた。　お次は問題のカスタ

ムコントロール。　制服姿の係官が何かしきりに

尋ねているらしいのだが、こちらはロシア語だめ。

カザフ語勿論だめ。　3人の中で一番若い60歳の

Sさんが、大学院の第二外国語はロシア語だった

というので頼りにしていたのだが、さっぱり分か

らんと首を振る。英語を並べてみても、相手には

通じない。これでは全くどうしょうもなく、互い

にマジマジと顔を見つめ合っているばかり。

此方も困り、相手も困った挙句、遂に面倒になっ

たものか、或いはさしたる悪事も働けそうにない

と見て取ったのか、ウヤムヤの中に通ってよろし

いということになったのは、幸いという他はない。

　天山北路を更に西へ、湧水線を辿るシルクロー

ドのオアシスのひとつとして発達したアルマティ

は、国土の東南端、中国国境から程遠からぬとこ

ろに位置している。

市内からは、テンシャン山脈の支脈アラタウ山脈

の美しい山なみが見渡せる。

4000～5000m級のこの峰々は、滞在中の10月か

らll月初めにかけて、日に日にその白さを増し

て行くように見受けれられた。昼間は霞んでいる

こともあるが、早朝の真っ白な凛とした姿、また

夕闇の中に吸われて行くどっしりとした山容は、

思わず立ち尽くして見とれてしまうほど見事だっ

た。

市街地の標高は800～900mほどあり、全体が緩

やかな斜面に立地しているので、下水処理施設の

不備なども、自ずと補われているらしい。

　南への勢力の進出を図っていた帝政ロシアは、

この地にいち早く城砦を築き、後に計画的な都市

造りをした。林檎の樹が多いところがら、林檎の

里の意“アルマティ”と呼ぶようになったという。

碁盤目状の幅員の広い道路は“ゴーゴリ通り”，の

ようにロシア人の名を付けたものも多い。

　街路樹が立派だ。　特に幹線道路では、両側に

亭々たる巨木が並び、樹冠が接してトンネル状に

なっている。何と樹木の多い都市か、というのが

文句なしの印象だが、これも余り手入れが行き届

かないま・こうなってしまった、というのが実情

らしい。　公園などの立派な国々も、好き勝手、

自由気侭に伸び放題、の感が強い。

　時は秋。　街は色付き、落葉で埋まる。

色は、一斉に黄色。　　それがカザフ・ブルーの

コバルトの空に映えて、目が覚めるよう。

巨大な量の落葉は、トラックがたまに廻って来て、

スコップで荷台ヘバラ積みにして運んで行く。

とても“落葉掃き”なぞという風情はない。

最近の中国では、日本人の集まるとこ’うに新しく

焼き芋屋が出現したりしているが、こちらの人出

の多いところでは焚き火ならぬ石炭規炉やガスボ

ンベ等を使って、シャシリク（羊肉の串焼）を焼

いたりピロシキを揚げたりしている。

　シャシリクの煙が盛大に漂うところの一つに、

メデゥのスケートリンクがある。市内から15km

ほど山寄りに設けられたこのスケート場は、“記

録製造工場”と言われるほど、スピードスケート

の選手達には評判がい・。日本からの’96年度

の無償資金協力には、このリンクの機材供与も含

まれている。　市内の中央競技場のサッカーのフ

ィールドも、素人目にはなかなか立派。　雄大な

雪山を望み、のびのびとプレーできそう。

　戦後、シベリアに抑留されていた人達の一部が

こ・まで連れて来られ、強制労働に従事させられ

ていたことは余り知られていない。訪れる人も稀

な日本人墓地からも、真っ白な山々が眺められた。

日本は、それを越えた遥か彼方。　生前、それは

どんな無念の思いで見つめられていたことか。

　市内の一角には、小高いコクトベの丘があり、

ゴンドラで簡単に登れる。　土曜日や日曜日には
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丘の上で結婚式も行われ、華やかな雰囲気。

見晴らし台から傭解するアルマティは、テレビ塔

やロシア正教の葱坊主の教会の塔の間を、黄葉し

た半々が埋めていた。

現代版“水争い”

　’70年代の地理の教科書には、中央アジアコン

ビナートの中心都市タシケントが、巨大な綿花摘

み取り機の稼働写真と共に紹介されていた。

社会主義経済の農業の集団化、大規模潅概の成果

は、チマチマとした日本の農業と比較すると、何

かこう、眩しく見えたものだった。

　’90年代、地球規模での環境問題が大きく取り

上げられるようになる。

今度は砂漠化の例として、砂に埋もれた舟の写真

に「アラル海が消える！」というショッキングな

キャプションが付けられての、登場となった。

　20年の間の、このはっきりとした変化。

“開発”の難しさを如実に語る好例と言えよう。

或る一時期の輝かしい成果。そしてその後に続く

長い荒廃。それはもう回復不能となってしまって

いるかも知れない結果なのだろうか。

　’69年版の理科年表によれば、アラル海は世界

で4番目に大きい湖だが、’99年版になるとラン

クは下がって、6番目となる。

右の図に示すようにその縮小は著しく、しかも加

速度がついてきている状態である。

日本でも、琵琶湖の水位低下や水質悪化、水棲動

物の減少などが憂えられているが、とてもとても

その比ではない。

　この湖への流入河川としては、周知のようにシ

ルダリア、アムダリアの2大河がある。

乾燥地域の多大な蒸発量を補い、水位を保持する

に充分な流入量が’60年頃までは確保されていて、

漁業も盛んに行われていた。

　ところが旧ソ連邦時代の潅概用水としての大量

取水は、その流入量を極端に減少させてしまった。

主としてカザフスタンを流れるシルダリアは、国

内での利用も多いが、キルギスやタジキスタンに

またがるフェルガナ盆地にも、大フェルガナ運河

が建設されている。

カサフスタン

ウズヘキスタン

睦

小アラル海

　　シ’おダリア

喝一 P960年掛

1980年代後半

鱗∴二、1“1997年

大アラル海

’　　　　　　　　　　　カザフスタン

アムダリア

　アラル海縮小経緯図

JRAK調査報告No．6より

、

ウズヘキスタン

一方、ウズベキスタンとトルクメニスタンの国境

付近を流れるアムダリアからは、カスピ海に至る

カラターム運河が、その大きな存在を主張する。

確かに潅概面積は飛躍的に増加した。

中央アジアでの綿花生産の数字が’55年の2倍と

なった’70年頃には、国土改造の輝ける実績とし

て、大いに宣伝されたものである。

　しかしその結果は、間もなくアラル海の水位の

大幅低下と、塩類濃度の上昇として現れてきた。

’89年には湖面は原形の6割程度に縮まり、’92年

には南側の大アラル海と北側の小アラル海との二

つに分かれてしまっている。また陸地化した湖底

への塩類の析出が進み、それが風によって周辺へ

飛散する広範囲な塩害が生じた。これは周辺の生

態系破壊や湖の魚類の死滅をも招き、今も生存し

ているのは僅かに蝶などの限られた魚に過ぎない。

塩害は、めざましい増産を果たしていたはずの綿

花地帯にも及び、化学肥料を追加しても、単位面

積当りの収穫量は減少してきている。

更に、綿花栽培の効率化のために、催奇性や発癌

性の高い農薬が大量に使用され続けたので、排水

の不備とも重なり、周辺住民の健康障害が多発し

てきた。　飲料水の質が極端に悪く、浄化装置は

設けられていても、電力不足で機能していない。

　問題をせめて現状維持に留めるためには、使用

水量削減についての各国間の合意が是非とも必要
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アルマティの秋

なのに、その実現は極めて難しい状況にある。

論議を重ねる間にもアラル海は小さくなって行く。

判然とはしないが、カザフスタンはウズベキスタ

ンと共有する大アラルは諦めて、自国領内の小ア

ラルにシルダリアの水を集中させ、何とかこれだ

けは守ろうとしている動きもみられるという。

　乾燥地域の“水争い”は熾烈である。

キャビアの値段はどこ迄上がるのか

　数年前、U．S．A．の面積が統計上ポンと広くなっ

て、中国を抜いて世界第3位になった。

内水面の個別の集計方法を変えたので、というこ

とらしいが、今、中央アジアの世界最大の湖は、

実際にその面積を拡げつ・ある。

手許の統計によると、’91年では約37万km2、’99

年では約38万km2とあるから、この間に、日本が

すっぽり入ってしまうように変化したわけである。

　では、カスピ海の溢水は何故起こったのか？

文献を漁っても、「’78年から原因は明らかでな

いが水位上昇……」とどれも歯切れが悪い。

当然複合原因であろうが、想像できるのは、プラ

ス面では北方ロシアからのボルガ川やウラル川、

そして西方カフカス山脈からのクラ川の増水であ

ろう。これには温暖化による融雪量の増加や、人

工的な排水の増加などが考えられる。　降水量の

変化などもあるのだろう。

マイナス面では蒸発量の低下か。湖面標高一28

m（この数値も変化している筈）では、ダムを開

いてちょっと放水、というわけには行かない。

カザフスタンでも沿岸の耕地や油田、道路やパイ

プラインが冠水したり水没したりしている。

　氾濫によって自然のバランスが崩れて、世界の

キャビアの9割を産出していたカスピ海の蝶鮫も、

激減中である。　これは水質汚染、餌になる魚の

乱獲、産卵場所の消失などに加えて、湖のほぼ全

域に跨がる大量の密漁による。

なんでも最大の蝶鮫ベルーガは雌で体長4m、体

重600kgに達し、　U．SAのキャビア小売価格で約

25万＄に相当する90kgの卵がとれるというのだ

から、沿岸5ヶ国にとっては貴重な資源であった

に違いない。（数字はナショナルジオグラフィッ

ク’99年5月号）

　さらにもう一つの問題としては、周辺に多くの

油田地帯を擁iするので、石油関係の汚染がある。

製油所から出る廃棄物や廃液には、有毒なフェノ

ール類が許容濃度の数倍にも達しているところが

RUSSIA
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AZERBAID』AN　．・　一
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ある。特に半島部分に集積することが多い。また

ロシアのボルガ川は広大な集水面積を持っている

から、工場排水や農業排水、家庭雑排水なども大

量に流れ込む。

　カザフスタンは、カスピ海が洪水で拡大。

前項のアラル海は乾燥で縮小。相反する二つの大

きな難題を、同時に抱えることになってしまった。

我々は「キャビアの値段など上がったってい・、

そんなもん食べなくたってどうってことない」で

済まされるのだが。

プロポリスは針金の味

　社会経済から市場経済への移行というのは、

我々の想像以上の混乱と困難を伴うものであるら

しい。　’91年秋、統一1年後の丹薬ベルリンを

訪ねたときの見聞では、人々は新設のスーパーの

チョコレートとバナナの売り場に群がり、クレジ

ットカードによる無計画な買物で破産する人が続

出している、ということだった。　旧劇ドイツと

いうしっかりした後楯があっても、40年間の溝

はおいそれとは埋まらぬもののようであった。

　では、旧ソ連邦という大きな枠組みの中から、

ストンと外されたカザフスタンの場合は、一体ど

うなったのだろうか。

　旧時代のソ連は、連邦諸国のみならず東ヨーロ

ッパ諸国をも組み込んだ、広大な分業体制を作り

上げていた。

カザフスタンは、その豊：富な鉱産資源を提供する

ことが、先ず第一の役割となる。　カラガンダの

石炭を始め、カスピ海沿岸の石油、鉄、非鉄金属、

レアメタルに至るまで、“何でも有り”の羨まし

い国。しかしその豊富な資源も自国の富とはなら

ず、ロシアの手で敷設された鉄道やパイプライン

によって、専らモスクワなどのヨーロッパロシア

のコンビナートへ送られていた。　そして必要な

製品は逆にロシアから運ばれてくるという、連邦

内での植民地的地位を余儀なくされていた。

　もう一つは穀物の供給である。カザフスタンは

国土こそ日本の約7倍、世界でも第9位の広さを

有するが、内陸の宿命から、降水量の少なさと気

温の年較差の大きさは如何ともし難い。

しかし、’50年代末からのフルシチョフの“処女

地政策”によって、北部ステップの大々的な農地

への転身が計られた。この時期、数多くのロシア

人がこの地へ移住して来ている。この政策の目的

は、ソ連邦全体の穀物海外依存度を減少させるこ

と・にあり、更には遊牧民の定住化を一層強化させ

る狙いもあった。

北部のアクモラ（現在の新首都アスタナ）近郊に

新鋭の農業研究所を設け、研究と生産とを直接結

びつけて、短期間に生産向上の実績を上げること

に成功した。この辺りはカザフステップのチェル

ノーゼム分布地域にはなっているが、その他の自

然条件はかなり厳しい。しかし夏期の日照時間は

長いので、水さえ得られれば、5～9月の問だけ

でもそれなりの収穫量は期待できる。生育・成熟

期間の短い品種の開発や、栽培技術の工夫によっ

て最盛期にはウクライナと共に小麦の“穀倉”と

いわれていた。栽培技術の一例としては、土壌中

に水分を貯留するためと、冬期に露出する表土が

強風で飛ばされないように、研究所の開発した装

置によって適当な深度の下層土の部分だけを耕す

ことにも成功している。

　だが地下水などを大量に潅概用水として使用す

る方が、増産には手っ取り早い。　北部では大小

の湖が散在して多様な湿地生態系を形成していた

土地もあったのに、子音のために干上がってしま

い、塩を吹き出した荒れ地となって放置されてい

るところが少なくない。

　ところで、独立後のカザフスタンの農畜産物の

生産量は、年による相違はあっても、減少傾向な

のだ。　旧時代の多くの農牧業機材が、修繕費や

燃料費の不足から使用に支障を来すようになって

しまったし、また肥料代、農薬代なども不充分で、

これまでと同じ耕地面積は支え切れなくなったと

いうのが実情であろう。　独立後は当然これ迄の

連邦全体での分業体制は消滅したから、他の構成

国からの資金や生産に必要な物資の供給が断たれ

たことと、自国内での流通システムが確立してい

なかったことが、大きな痛手となった。

　それにもう一つ、民営化への過程での混乱があ

る。’92年にソフホーズやコルホーズが解体され

た後、そこで働いていた人達には土地の利用権が

分配された。　だがそれ迄大きな集団の中の構成

員として、専門化された持ち場でしか働いていな

かった人々は、独立して個々に経営するだけの全

体的知識や技術を持っていない。従って当面は生

産協同組合の形式で運営されることが多かった。
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アルマティの秋

しかし次第に、経営のノウハウを身につけた入々

が、個人経営に成功してきている。

　“蜂蜜’と“ミルク”の看板の出ているニコラ

イ家もその一つ。アルマティ郊外の農家で、乳牛、

鶏、野菜や果実なども飼育・栽培しているが、主

力は養蜂。5年前から取り組み、夏の問4ヶ月は

巣箱を山に運んでテント暮らしとなる。

　巣箱に取り付けられた木枠には、話題の“プロ

ポリス”がびっしり。バクテリアやウイルスから

巣を守るこの物質を、ニコライ氏は惜しげもなく

大皿に移して振る舞ってくれた。枠を支える針金

の、銃の味がした。

2030年“中央アジアの豹となる”

　書棚の一隅に、ヌルスルタン・ナザルバーエフ

著『我々の家　ユーラシア』という本がある。

昨年の2月にNHK出版から刊行された。

勿論日本語訳で、ナザルバーエフは現カザフスタ

ン大統領である。政治家が引退後、回顧録を上梓

するのは少しも珍しいことではないが、現職の大

統領がこれからの構想を一冊の単行本で威勢よく

ブチ上げる、というのは余り聞いたことがない。

ナザルバーエフは、旧ソ連邦時代のカザフ共和

国共産党第一書記である。　その来歴は他の中央

アジアの元首達とほぼ同じであるが、市場経済へ

の積極的移行と共に、政治上の民主化もいち早く

標榜したため、キルギスのアカーエフ大統領と並

んで“中央アジアのリベラル派”として国際的に

高い評価を得た。

　独立後の混乱を収束させるため、大統領権限の

強化を明確にし、特に経済改革をエネルギッシュ

に推進中である。　自らの大統領の座を長期確保

するための手段をも、積極的に講じながら。

この改革に集まる評価はさまざまだが、その姿勢

には概ね賛意が寄せられている。

　行政を効率化するためにと、省庁の編成替えも

盛んに行われている。前以てアポイントを取って

置いたところに行ってみたら、二つに分かれてい

たとか、逆にどこかと一緒になっていたとか、名

称が変わっていたとか、別の場所に引っ越してい

たとか、とにかくいろいろあって、終わり頃には

少々のことでは驚かなくなってしまった。

　カザフスタンは2年余り前に、首都をアルマテ

ィから、北へ1000kmほど隔たるアスタナ（旧名

アクモラ）に移した。

アルマティの位置が国土の端であることを理由に

しているが、人心の一新が眼目であろう。

　新首都の建設に当たって、政府は国際コンペを

国立アルマティ州教育大学の教室
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行い、その結果日本の黒川紀章建築都市設計事務

所が優勝した。　　原案提出の際にカザフスタン

政府から求められたのは、『ソ連邦からの“独立”

を強く意味づけ、21世紀最先端の新首都を建設

することにより、世界にカザフスタンの存在をア

ッピールする』というものであった由。

　アスタナは、イシム川が西へ流れる広大なステ

ップの中にある。この川はその灘北に向きを変え、

イルティシュ川を経てオビ川に合流する。　黒川

構想はこのイシム川を活用して、水のある心地よ

い都市造りを目指す。　しかしこの川は融雪によ

る洪水も起こるため、調整池、堤防、人工地盤な

どが必要になる。　また少ない雨水を効果的に地

下水として貯めたり、ゴミ発電の実用化、人工の

森によるバイオテクノロジーの育成など、21世

紀型のリサイクルシステムを駆使する都市にした

いとしている。

　地球規模での温暖化、乾燥化が問題となってい

る現在、水資源を効果的にリサイクルする都市の

モデルとなれば、その点からも世界の注目を浴び

ることとなろうか。

　しかし莫大な建設・移転費のかげで、切り捨て

られて行くものは何か、が気になる。

　アスタナ市内のあちこちで、『2030』と大書し

た幟やポスターを頻繁に見かけた。

2030年までに、カザフスタンは中央アジアの豹

になる、他の発展途上国の模範になるのだと、ナ

ザルバーエフ大統領は言う。

　『カザフスタンの山々に生息する豹は、信念・

叡知・剛毅・高貴・勇敢・狡猜を併せ持つ。豹は

しっかりとした足取りで、発展の次の段階へと登

っているのだ』と。

　日本も、現在カザフスタン政府内で審議されて

いる新産業政策に対して、JICAが機械産業振興

基本計画の立案に画期的な政府提言を行っている。

また雇用効果の大きい軽工業振興に向けて新たな

投資計画が策定され、日本への正式要請がなされ

ている。

　いずれにしても、それ等が順調に目標に近づく

ためには、社会が安定していなければ果たせるも

のではない。この国の政治システムでは野党勢力

が成長し得ないことが気になる。タジキスタンの

ように、政治主張を合法的に行えないグループが、

暴力的方法によって主張を訴える危険は避けたい。

　“豹”の足取りを確かなものとするために。

・排縄鞭蓑i灘轍絡吊幣・…認一麟唾唾一

アルマティ郊外（遠景・アラタウ山脈　　中景・放牧地　　近景・小麦畑）
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