
お茶の水地理 第36号 1995年

中国華南の旅

1. はじめに

東アジアには関心があ り過ぎ,民族的にも文化

的にも密接であることは,十分に承知 していなが

ら実際に踏み込む時期を失して来た｡それが堀江

元氏 (平凡社地図出版)からの誘いがあって,忠

い掛けなくもチャンスが訪れた｡1993年の8月末

から12日間国家旅落局からの招待旅行があるから

参加しないかと言 うことであった｡堀江氏の他に

は中国通の中村恵氏 と私 の計 3名であ り何 の

デューティもない｡旅湛局の地図作成依頼に関

わって来られた万達-の話しではあったが,渡 り

に舟とお受けしただけの有 り難い立場であった｡

ただその時期は北京にオリンピックが誘致出来た

らと,中国全体が盛 り上が りを見せていた時で

あった｡ 8月24日から4日間は北京に滞在し地図

出版社などを訪問した他は,王府井,天安門,天

檀,天橋楽茶園,八達嶺長城,定陵地下宮殿,敬

宮等を見て廻った｡北京の工業化や高層住宅化な

ど,垣間見て変貌 しつつある市街に気を奪われる

場面も多かったが,この巨大な国の首都に敬意を

表 した後の 8月28日の午後には,中国南方航空の

ボーイング757に搭乗 し広州-と南下 した｡

8月28日から9月 4日香港を離れるまでが,旅

行の主体であり訪ねた主な都市は広州,肇慶,中

山,珠海,深川であった｡これ等の都市を順に結

ぶと珠江デルタの輪郭に沿 うし,旅行の足は広東

省旅湛局の仕立てたダッジの ワゴン車だったの

で,｢珠江デルタの ドライブ旅行｣ と言 うことに

なろうか｡この部分は華南の中心であり,相接し

て経済特区に指定 されて来ている場所であ り,

1979年以来の対外開放,対内経済活性化政策が最

も強 く実現化されて来た所でもある｡沿道の土地

は掘 り返され,道路も工事中が多 く舗装部分は限

られているので,砥の如き道を滑る様に行 くドラ

イブではない｡100kmを行 くのに一 目掛か りで,

行き着 くとクタクタになると言 う風な,いささか
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難行苦行の旅であった｡ しかし毎 日の宿所は高級

ホテルのツインを独 りで占有できる賛沢さであっ

たから健康に過ごせた様に思 う｡空から遥に見下

ろすよりは中国を身近に感 じた旅であったが,一

面的な見方 しか出来なかった様でもある｡ともあ

れ大きな隣国が音を立てて変化する様を見た事は

貴重な体験であった｡見聞した事実を多少でも記

録することで訪中の報告に代えたい｡

2.華南の地形等

揚子江の南は起伏が増 して山地が基調とな り華

南一帯に及んでいる｡華南Huananは福建省 (面

積12万ka,人口3000万),広東省 (面積18万kd,人

H6300万),海南省 (面積 3万kd,人口660万)伝

西壮族自治区 (面積24万kd,人口4200万)の行政

区の範囲を含めた地域の総称である｡広東省北縁

の南嶺山脈や福建省西縁の武夷山脈を始め広西壮

族自治区の西縁に至るまで,大小の山脈 ･山塊が

分布 し盆地が点在 し,河口付近にデルタが付随す

る｡山脈の主軸はNE-SW方向をとるものが多 く,

地質構造や岩石の配置 もNE-SW方向に細長 く伸

びて並走する｡これらの山地帯の幅は大陸東縁の

海岸線から,少なくも1200kmはあり,日本島弧の

幅が大きい所で300knに比べて極めて大きいと言

える｡

地質は花尚岩,片麻岩,古生代石灰岩,中生代

堆積岩が細か く分れて配列するが第三晦層は見ら

れない｡古期岩が主体であるので大陸核を形成 し

て来たとも見られるが,地形は500-1000mの稜

線高度を持つ中起伏山地が目立ち高さ1900mに及

ぶ部分もある｡起伏はアルプス造山運動を受けた

結果と思われるが,複雑な地質構造の配置からい

くつかの古い大陸小剛塊 と,それらの間に挟まれ

る変動帯のモザイク状の集合体 (heterogen)で

はないか,或いは形成中の大陸剛塊ではないかと

指摘されている (小林貞一 ｢東アジアの地体構

造｣)｡丹沢山地程度の起伏の山地が大部分を占め
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る一方,辺縁準平原を形成中かと解釈される様な

200m以下の丘陵地が随所に分布する｡ 日本に一

般的な新期造山帯山麓の扇状地の発達は良好では

ない｡山は高いが造山の時期は多少旧く,第三紀

以来陸化した儀で削剥が進行中と見受けられる｡

気候は亜熱帯気候で高温多雨,台風の被害を受

け易い｡広州では年平均気温22.2℃ , 1月

13.3℃,7月29.9℃,年雨量1643mm,香港では年

平均気温22.6℃,1月15.5℃,7月28.4℃,年雨

量2265mmである｡降水は5-9月の夏に多 く,ll

-3月の冬に少ない｡華南の気候はケッペソの分

類ではCfa(温暖湿潤),Cw (温暖夏雨),Am (熱

帯モンスーン)気候の範囲に属し,那覇付近に似

ている｡

3. 珠江Zhujiangと珠江デルタ

珠江は小縮尺の地図帳で見る限 り掴みにくい｡

珠江は一筋の川に付けられた名前ではなく,珠江

口と称する湾入部に流入するいくつかの河川の総

称なのである｡狭義の珠江は広州市から下流の珠

江日に至る間の流路で,旧北江の流路に当たるも

のと思われる｡東江は狭義の珠江の流路に東から

流入し,北江および西江は珠江口に流入する｡各

河川とも河口付近にデルタを展開し,数多くの分

流を派出しており,西江の分流の一部は珠江口を

越えて南海 (南シナ海)に直接注いでいる｡全長

2129km,流域面積42.5万kdであり,黄河の面積の

67%しかないが,流域の降水量が多い為,年間の

流量は黄河の6-7倍にも達する｡また夏冬の水

位差も小さいので水運に利用される｡上記の数字

は西江の全長,北江は全長582km,東江は全長523

kmで,西江が最長で流域面積の80%を占める｡珠

江水系は華南の基幹的交通路であり,本支流合わ

せての舟運距離は計 3万kmに及ぶ｡広州市街より

15km東の下流に外港の黄輔港があり,珠江口から

ここまでは 2万トン級迄の船が遡行する｡分流の河

口は三角江型に開 く形を星する場合が多 く,虎

門,蕉門,磨刀門等の様に ｢門 (メソ)｣と呼ばれ

る｡珠江口の規模は東京湾に匹敵し幅20km,奥行

70km,相対的沈降部がデルタに埋積されずに残さ

れている部分が海湾をなすものと見られるが,拷

内には小島が点在する｡

珠江デルタは華南では最大の平野で,面積約 1

万kdあって極めて低平である｡分流路が複雑に広

がりそれ等を結んで人工的な水路が発達する｡基

盤から成る元の島がデルタ内に小丘となって点在

するのが特徴的である｡デルタは主に水田に開か

れるが,水稲二期作に冬の小麦又は疏菜を加えた

三毛作が普通である｡水田の他には養魚池,秦

価,サ トウキビ畑,果樹園-バナナ,パイナップ

ル,レイシ,リュウガン等を産す-が分布する.

作物は年に何度も収穫 (茶 ･桑の摘葉は年 7-8

回)でき,生産力は省内最高である｡漢人の開発

は紀元前 2-3世紀に遡る位に古い時代からであ

る｡明代以降になってから,低地に塘 (池)を

掘って造 り,その隣地に掘った泥を積上げて基

(高畝)を造ると言った,養魚と養蚕或いは養魚

とサ トウキビ栽培と組み合わせた食物連鎖を利用

する栽培方式を取 り入れた｡桑基魚頻,庶基魚糖

と言う用語はこの間の酎青を表現して適当である｡

中国の固十を空中から眺めた限 りでは人工的な池

沼が各地に目竜二つのが特色とも言えるo農業用溜

池か養魚池と考えられるが,連接 して見られる池

沼は養魚用で揚子江デルタや珠江デルタに特に顕

著に見られた｡珠江デルタ上の行政区は広州市,

俳山市,江門市,中山市,珠海市,東莞市,三水

県,南海県,高鶴県,新会県,斗門県,番南県で

ある｡県の主邑を含め大中小都市が距離を適当に

置いて分布し,地方中心の都市システムが構成さ

れている｡

4. 広州市 Quangzhou

市街地の人口は341万 (1989),市街地面積92

k招,管轄する地域の面積7500kd,その人口630万,

広東省の政治,経済,文化,交通の中心である｡

またの名を花城,羊城とも言う｡花城は一年中花

の咲き乱れる亜熱帯気候下の都市を表す｡羊城は

周の夷王の時代 (800B.C.頃か)仙人が羊に乗っ

て広州に降 り立ち,その後 5頭の羊が居残って街

を護ったとする伝説に基づいている｡市街中心に

近い越秀公園の中央にはこの伝説に因んだ五羊石

像が造られている｡ 漢民族の移住が明らかである

のは,秦の始皇静 (在位247-210B.C.)が付近を

征服して流人に開拓をさせた時と史書に記されて
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いる｡付近に 9郡を置き香南を南海貿易の根拠地

としたともある｡香南が広州の始まりでありその

機能は今も引き継がれている｡唐代以降は明らか

に対外貿易の中心として栄え,清が採った海禁政

莱 (鎖国の一種)の間も,唯一の開港場として貿

易を独占していた.いわゆる ｢海のシルクロー

ド｣の起点と言われる所以でもある｡

越秀公園とは街路を隔てた西側に西漢南越王の

墓があり,博物館が併設されている｡西漢南越国

は秦の始皇帝の部下の将軍遷化が謀叛の末,創っ

た国であり香南を首府としたと史書にはありなが

ら,遺跡は見つからない儀で来た｡それが1983年

市の中心部の象南山 (49m)山頂で建設工事中偶

然に発見されたのである｡墓地の遺跡は地表から

20mの地下にあって全 く露出していなかった為に

発見が著しく遅れた｡墓には南越王第二代の趨昧

(122B.C.に死去)と殉死した妃や陪臣達が葬 ら

れている｡王の遺体が纏っていた玉衣は,薄緑色

の四角い玉の薄片を綴った見事なもので,日本の

弥生時代と同時代に桁違いの高い文化を持ってい

た事がこれだけでも如実に判る｡ 金印等他の出土

した副葬品と共に1987年開館した博物館に展示さ

れている｡広州の開祖の墓が街の中心､にあ り,

2100年以上を経過しなお大都市に発展して来た歴

史の重厚さに今更感慨を新たにする｡

鋲海楼は古代広州城壁の北の内側に明代の1380

年に建てられた,高さ28mの木造朱塗 りの五層楼

で,海賊の侵略に備えた望楼兼用の建物である｡

現在の建物は1686年に再建されたもので歴史的文

物を展示する博物館として利用される｡南寄 りの

珠江に沿 う州島の沙面Shamianはア-ソ戦争の結

果,租界になっていた所で今も洋風の旧い建造物

が目立つが,高層の高級ホテル白天端賓館も此処

にある｡18世紀後半からのイギリスの進出の末起

きたア-ツ戦争 (1840-1842)の戦跡は広州の近

郊や深訓や赤湾にもあるが,虎門砲台や農民粧し織

の社学が抵抗した北郊の三元里平英団旧虻が著名

である｡唐代に既に南海貿易が発展 し,627年に

創建されたイスラム教寺院の懐聖光塔寺も市内に

ある｡こうした外国の交流と刺激を常に受けて来

た広州は,新 しい思想を受入れ運動を腔胎する都

会でもあった｡ア-ン戦争以来反帝闘争の拠点と

なり,辛亥革命の指導者孫文が1921年自ら入った

臨時大統領官邸跡に,1931年建てられた中山記念
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堂がある｡1370年に建てられた孔子廟の番商学宮

は1924年農民運動講習所となり,第一次国共合作

時代,農民運動訓練の役割を果したが毛沢東等が

所長を勤めた｡1926年 7月蒋介石の国民革命軍は

広州を出発 し北伐に赴 く等,この国の主な革命の

起点は多 く広州に発している事が判る｡

世界的にも著名な市場である清平路農産物自由

市場は沙面から遠 くない所で, 1kmの全長にわた

り両側に1000店にも及ぶ出店があり食品材料なら

何でも売っており,1日6万人の人出で賑わ うと

言う｡野菜や鶏肉は勿論猫,犬,猿,蛇の他野生

動物など食材になりそうなものの全てが,生きた

まま陳列されている｡漢方薬用の蝉の脱げ殻など

も麻袋一杯に詰まり,ペット用の犬猫もついでに

同じ家並みに揃えてあるのは驚きである｡清平路

に近接して並行する第十甫路は広州酒家,蓮香楼

等の料理屋街とな り,金文字の日本語で "食は広

州にあり"と看板が付いた店もある｡日本人観光

客の順路なのだろう｡

陳氏書院 (陳家両)はやはり衝の中央の中山路

に沿った場所にあり,清末の1888-1894年に建て

られた｡屋根飾 りや柱,欄干等建築物の各所に細

密な彫刻が施され実に特異な工芸的に脚色された

建物である｡彫刻は木彫,石彫はもとより碕彫に

まで及ぶ｡_もとは ｢陳氏の学校｣つまり広東省72

県に住む陳姓の家の子弟を教育する為に設けられ

た学校で,講学所と祖先を経る廟から成 り立って

いた｡家観念と同族意識がかつて強固であった事

を伺わせるが今は廟の他は広東民間工芸館が併設

されている｡中庭が広 くとられ,そこに多量の松

の盆栽が棚に飾られていた｡盆栽は日本の芸術と

聞いていたが,中国に置かれていると当然中国の

文化の様に見える｡

広州火車姑からの鉄路は北京を始め大陸内の主

要な各地を結んでいるので,最近の内陸部から沿

岸部-の人の著しい流動を示して駅前は大変な雑

踏であった｡その上駅前広場の地下施設が工事中

であり飯場が出来ていた り,屋台が店を出した

り,歩けば忽ち物乞いをする子供達に囲まれると

言う騒ぎで,エネルギッシュな喧騒に支配された

異様な雑然とした雰囲気である｡開発途上国の例

えばカルカッタの様な街の盛 り場に似ている｡ 内

陸から職を求めて沿岸部-と殺到して来る人の醸

す熱気が駅と言 う点に集約されて見える｡
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5. 肇慶市 Zhaoquing

広州から西に118km,デルタが尽 きて西江が峡

谷となって少しの所に肇慶がある｡広州を西に離

れて南海県に入ると沿道にはやたらに煉瓦工場が

多 く,赤土が掘 り返されているが,やがて楊柳の

並木が目立つデルタの道とな り悪路の為渋滞を余

儀なくされる｡三水県の主邑の河口付近は北江と

西江が相接し,橋がボ いレネックとなりその上道

路改修中とあってますます渋滞が烈しい｡沿道の

工場敷地では地質ボーリングをした り,建設中の

工場は二,三に止まらず,服装公司等の工場もあ

り,中小規模のいわゆる街道工業や郷鋲企業に属

する種類の工場が町が近付くと増える｡この道の

りを行 くのに5時間弱の思いがけない程の時間が

掛かった｡

肇慶は西江の玲羊峡の上流側にあり南岸の高安

県南岸鋲と共に双子都市をなす渡津集落で,その

北岸にあるが今は両者の間は大橋を通 じる｡広州

から広西壮族自治区に通 じる西江水運の要衝にあ

た り,広州,梧州,江門との間に定期航路が運航

されている｡ 市街地人口は8万,端州,鼎湖の 2

区と5鋲を含めた市の管理地域の人口は31.1万,

面積は190kd.隔,唐代にはこの地は端州 として

知られていた｡西江流域の平地には水稲,サツマ

イモ,小麦,菜種,落花生を,広大な丘陵地には

陸稲,豆類,サ トウキビを産 し,肇慶はそれら農

産物の集散地である｡精米,製粉等の食品工業や

過燐酸肥料工業の他,機械,電子関係工場も立地

し,準経済技術開発区として経済特区に準 じ開発

が進められ,中規模の商工業都市として発達中と

見受けられた｡華僑1.2万,港襖台同胞 (香港 ･マ

カオ ･台湾在住の出身者)4,5万の資料の数字か

らも華僑資本の投入が経済の発展を支える原動力

である事が窺える｡付近の山地から産する古生層

粘板岩から製造する端渓硯は古 くから著名であ

り,ゴザの製造と共に地場産業となる｡周辺には

旧跡名勝も多 く町並みも近代的であり,観光都市

としても開発を進めている｡

市街から北東-18血離れて鼎湖山がある｡老鼎

(1000m)等10座以上から成る山群で,嶺南四大

名山の-とされ風景に優れ広東省の代表的保養地

となる｡北緯230に位置して亜熱帯樹林に被われ

ている山地は珍しく,世界的自然保護区 (50kd)
に指定 (1979)された｡同緯度の地帯は他の場所

では殆どが砂漠か乾煉地だから,雨量が多く豊富

な森林資源と多種類の花,1700種の植物の種類で

著名なここの場所は ｢生きている自然博物館｣と

して貴重な存在である｡飛水薄などの操布が多

く,滝壷では水浴に興 じる人も多い｡南の山腹に

建つ慶雲寺は明代の仏寺で嶺南四大寺の一つで,

山中の寺としては結構も大きく美麗な建物で善男

善女が集い,仏教信仰が生きている事を感 じさせ

る｡西南隅には唐代に建てられた白雲寺があり,

唐代の石刻 ｢浬架仏跡｣を残す他,ここで修行し

た日本人僧侶栄蓉 (ようえい)大師の記念碑と記

念事がある｡大師は738年に渡唐 し,鑑真和上

(680-769)が753年 6回目に渡航に成功 し来 日

されるまで,その渡日に尽力 したがその前に亡く

なった蔭の功労者である｡ 口中交流の架け橋 と

なった日本人が手厚 く遇せられているのを見て,

さすがに礼節の国と感ずる｡

星湖と七星岩は市街地に接 して直ぐ北側にある｡

星湖は周囲10km,面積8.2kd,堤で区切られ湖面

は6つに分かれる｡ 西江の旧流路で石灰岩山地の

辺縁平地つまりポリ-の自然の湿地に築堤して湖

の水位が保たれている様である｡付近の自然を七

岩八洞,五湖六尚と称し,石灰岩の奇峰が幾重に

もそそ り立つ様子から小柱林の異名を持つ｡円錐

カルス トの地形で桂林と同種の亜熱帯特有のカル

ス トであるが,広州から近い位置にあるので観光

的価値が高い｡岩峰の奇抜な形が先ず魅力であ

り,その麓には鍾乳洞がいくつもあるが,それ等

の岩面には中国特有の石刻つまり詩文等が刻み込

まれた文字が無数にある｡ 石刻の文章の数は岩峰

毎に異な り,石室岩で341,玉犀岩で85,天柱岩で

6等計492点にも及ぶ｡時代別には唐 4,宋79,元

12,明147,清126,民国11,不詳57,現代56と

言った具合であるが, 七星岩の存在は晋 (300A.

D.)代から知られていたと言う｡又漢語がこの内

489,西蔵文が 2,英文が 1である (石刻について

は梁文廉 :七星岩摩崖石刻的特点及共析値 肇慶

文物 1988による)｡その内水文資料としての石

刻が 3つある｡虚無辛巳 (1701)午,西江の堤が

洪水により決壊し水痘此処に至る内容が書かれて

いる｡石灰岩の岩面であるから,水が暫く停滞す
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ると溶食を受けて跡を残し易い事もある｡石室岩

の麓に穿たれた石室洞は洞底が湖の水位より低い

為細長い水面になり洞内の探勝は,女船頭の漕 ぐ

木船に乗る必要がある｡幻想的な雰囲気で観光洞

としての人気は抜群の様である｡水面を囲む壁に

も石刻が見られる｡

七星岩や星湖に隣接する北側は古生層の山地が

迫るが,直接にはその山麓は土石流扇状地型の麓

屑緩斜面が広がる｡此処は元は北琴山林場つまり

林地であったが,今は肇慶北嶺旅落度慣区を市の

事業として建設中である｡一種のツーリス ト･リ

ゾート･ニュータウンとして大規模開発が進行し

ている｡アメリカ式の酒落た住宅が幾棟も建築中

で,｢香港花園別竪｣の様な別荘地の看板が 目立

つ｡大学キャンパスも隣接させる予定だと言う｡

星湖を望む気分の良い場所だが計画通 りに運ぶか

どうか未知数な感 じである｡南岸は高要県となる

が,肇慶から20kmほど南東に離れた白土と呼ぶ小

都市の郊外に建設中のゴルフ場は,肇慶高爾夫度

慣村であった｡緩やかな丘陵性の準平原の,在来

の地図では白土苗圃場となっていた場所を目下造

成中であった｡グリーンの一部が出来る一方で赤

土が剥き出しである｡白人のゴルファー達が指導

している様子も見える｡肇慶北嶺旅落度仮区建設

指導部が造成を指揮しているので,ゴルフ1)ゾー

トの開発も公共事業であり公共用地の利用転換で

もある｡肇慶はその持つ自然資源をフルに活用し

てリゾート都市-の変貌を目指していた｡

6.珠海市 Zhuhai

珠江口の湾口の西岸,直接背後は花尚岩の丘陵

地 ･山地塊 となる為,西江は北側と南側に分流し

て離れた位置に河口を持つが,南側の河口付近は

珠海市の範囲である｡南半の市域に向うには間に

ポル トガルが統治するマカオ (襖門)があり,辛

日掛か りで北西を迂回せねばならない｡襖門は隣

接し深別,香港は珠江口を挟んで対岸にあり,広

州までは150kn位である｡早朝,肇慶から白土,鶴

山を経て江門市,中山市を通 り午後 4時頃には珠

海に到着出来た｡約170kmの距離にしては時間の

掛かるのは整備工事中の道路が多い為だが,一時

期の日本のえくぼ道路の様で乗 り疲れる｡沿道に

お茶の水地理 第36号 1995年

は建設中の高層住宅や工場が目立ち,土砂の採掘

場も目立ち境が立ち窓を開けられない｡デルタの

縁の山寄 りを道路が辿っている間は同じ様な風景

を繰 り返すが,江門と中山の間はデルタ面で水田

やバナナ畑の続 く田園風景とな り気分がよい｡沿

道の開発の対象は山麓丘陵地の模様である｡珠海

は海に臨む丘陵地の間の3つの小平地に分かれて

市街地があり都市域の人口20万,番州 (Xiangzh-

ou),吉大 (Jida),挟北 (Gongbei)の3街区があ

る｡隣接する斗門県と沿岸島峡の高山,三仕,紅

旗,平抄の4管理区を併せて管轄するので,広さ

は7649k娼あるが内,海面を6300kd含む｡145も島

峡があるので ｢百島の市｣とも俗称されている｡

総人口は50万,流動漁民 2万で,元は香州,扶北

等小漁村 しかなかったが,1980年以降急速に都市

化を見た新生の都市であり,街路も広 くビルの立

ち並ぶアメリカ型の都市を現出している｡

経済特区ゐ面積は現在121k崩に拡大され,今や

工業,観光,商業,金融,農業,畜産を有する総

合的経済特区として位置付けられ,自ら文化的,

開放的,近代的,沿岸田園都市と轟歌している｡

在来の中国の都市の景観 とは一変 したイメージ

で,差し当た りはリゾー ト中心の観光都市を指向

していると判断される｡九洲港の港湾施設には万

トン級の船舶を入れ得ると言うが,大船は見かけ

ないままで輸出貿易の基地と言 う｡深別へは此処

から水中翼船で約 1時間で着 くが 1日16往復も便

があり,香港にも翼船 3往復の便がある｡

市街地の中にも観光施設がかな り整えられてい

る上,郊外にも巨大な観光施設がある｡石景山旅

遊中心,海浜公園,九洲城,珠海渡慣村等と銘打

つがいずれも大小の遊覧設備にレス トランやホテ

ル,売店の他にリゾートマンションが多数造られ

ている｡滞在型観光を楽 しんでもらう趣向と見ら

れるが,利用者は国内よりも香港等周囲の人や外

国人が当てにされている｡南の郊外,マカオの西

にある日藤湖農民渡慣村は,西江デルタ先端の水

辺を利用した特色のある施設である｡郷鋲企業の

成功した例であり,以前は白藤湖旅落城と呼び,

斗門県の町村の出資が主であったoモーターボー

ト遊びの水路,水辺にスペイン風白壁,赤屋根の

別荘が立ち並ぶ｡付属する施設の鰐魚島即ちワニ

園には,タイ国から輸入したワニや揚子江産のワ

ニ等多数のワニが幾つかの池に分かれて飼われる｡
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また別に広い敷地に動物園があり月の輪熊が多数

飼われている｡中国人調教師と動物との馴れ合い

には瞳目させられた｡小ワニを襟巻きの様に首に

巻いて呉れた りする｡またクマを鑑から出してお

客の中で調教師とクマが阻んでワルツを踊った り

して見せる｡デルタの水利用 ･土地利用としてこ

の種の都市的利用は有効に感 じられた｡

北の郊外の唐家湾の付近には後楽園遊園地型の

珍珠楽園があり,隣接して珠海国際高爾夫倶楽部

のコースがあるOこのゴルフ場は日本ゴルフ振興

株式会社 (大阪)が1985年開発,経営している日

本企業の直営である｡経済特区への投資は外国企

業であれ,合弁であれ,郷鋲企業であれ来るもの

は拒まずの形を採っている｡自藤湖は中心市街か

ら25kn西に離れるが,北に25kn離れると市境に近

く中山市翠亨村があり,孫文の生誕地である｡生

家が記念堂として保存され多 くの人の尋ねる場所

となっている｡

珠海が都市化する以前からの名所としては,梶

渓石牌坊が市街に接 し西方にある｡1886(光緒

12)年建てられた石牌で,1891年光緒帝が当地出

身の華僑薫家芳 (国芳)とその父母を顕彰してい

る｡花尚岩で造られたゲートであり,隣地にはそ

の邸宅がある｡彼は-ワイで活躍して成功し,財

力で故国に貢献 した｡石牌は1989年省の文化財

(文物保護単位)となった｡又珠海市農業科学研

究所は1963年に創立した当時数名の職員から成る

小農業試験機関であったが,改革開放以後,事業

機関の機能を持つ様に変化 し現在の職員数は210

名おり,1992年には400万元以上の収入を挙げ40

万元の収益を得ている｡以前の国営農場が解体さ

れた一部を吸収した りし,公的な試験機関ながら

農商工連合企業の一種の様でもある｡- ミ瓜の-

ウス水耕栽培はかなり大規模に行われ,その他ア

スパラガスの-ウス栽培,ケージ養鶏等専ら集約

的な施設園芸農業とその加工部門等から成 り,坐

産物の80%は襖門に輸出される｡

7. 深川市 Shenzhen

九洲港から蛇口港まで珠江口の濁った水面を双

胴の高速船で,1時間余で横切ると,既に深川市

に到着した事になる｡途中で花尚岩の小島が 2つ

ほど見えたが給油施設がある程度の無人島の様で

ある｡過ぎ去った珠海も着 く筈の深川も夏の煙霧

に霞んで明らかには見えない｡深釧は珠江口の東

岸にあり,九龍半島の頭部に位置し,中流の深釧

川を隔て香港領に相対する国境の街である｡香港

を経由する中国-の玄関口でもある｡市域は東西

に細長 く東に大鵬湾,西に深釧湾が湾入する｡東

と北に高 く中起伏の山地とな り,東寄 りに梧桐山

(947m)等がある｡西 ･南に低 く丘陵地,台地性

となり市街地はここに発達する｡台地や平地の面

積は47%,海岸線の延長は62.8km,河川はいずれ

も短小で,地表は概ね赤紅色土が被 う｡

もともと農業を主,漁業を従として来た村落地

帯であったが,香港の返還が1997年に近づいた

1979年この国境の地域に市制が敷かれ,1980年に

は深釧総合経済特区に指定され,それ以後大変化

して急成長を遂げた新興の大都市である｡珠海と

同時に同じような目的を持った総合的経済特区と

して都市化が始められたが,都市の規模も人口も

深訓が珠海の5倍ほどの大きさがある様である｡

人口238.5万 (常住73.2万,暫住165.3万),この数

字は市の管轄する北の宝安県を含むものである｡

経済特区の人 口は119.8万 (常住43.2万,暫住

76,6万)と言う｡暫住は季節労働者の数と思われ

る｡深川市は西から南頭区,上歩区,羅湖区,沙

美角区の4管理区に分けられる｡また蛇 口,南

顔,上歩,八卦玲等 6工業区があり,1400の外資

企業と2000の国内企業が進出している｡東西に横

断する幹線道路に沿って住宅地化,工業地化,そ

して観光地化が拠点ごとに並行して進められ,ど

ルが建ち並ぶ一万で土地造成が進行中と言った,

雑然とした状況が目立つ｡都市の景観は珠海同様

にアメリカ型で東洋的な面影は殆どなく,止まる

事のない建設途上の都市である｡

中央にあたる羅湖区は商業区,貿易金融の中心

で貿易ビル,デパート,銀行等が集まるが,深川

火車姑や税関もあり国境の出入口である｡珠海も

香港 ドルが通用するが,深訓では香港 ドルしか通

用せず,人民元は通用しないのである｡国内の貨

幣に価値がなく,隣接国の経済力の甚大な影響を

如実に感 じさせる｡上歩区は行政機関の所在地と

住宅地,南頭区は蛇口を含む総合的工業区,沙美

角区は観光と商業,服装 ･家具等加工工業に特化

する｡工業の内容は多岐にわた り,電子,機械,
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紡績,医薬品,石油化学,建材,食品加工等で自

国と輸出向けに造られ,輸出先は欧米,日本,香

港,襖門である｡中国-の玄関口を意識 しての観

光施設の建設が進められ,年に 1カ所増える様な

割合で,リゾー トや関連施設が数を増 し現在20カ

所程になっている｡西麗潮波慣村,野生動物園,

深釧湾大酒店,中国民俗文化村,錦紡中華徴縮景

区,香蜜湖渡慣村,銀湖旅溝中心,海上世界,東

方神曲,世界之窓微縮景区等が主な観光スポット

で,二三集まる他は全市域に散らばっている｡本

来の史跡は僅かだが蛇口赤湾に宋の少帝の墓,同

じく赤湾にア-ン戦争時の古砲台,南頭の古城祉

(明代)がある｡香港 ･台湾の人や国内のツーリ

ス トは上記の新しく出来た観光地-と訪ね歩 くの

である｡境外からの観光客は1987年で,93.1万人

と言 うから,観光施設の増加した現在では多分そ

の数倍にもなろう｡

西麗湖渡慣村は市域の西北隅にあり,リゾー ト

ホテルやマンション,湖上には水上飛行機と言っ

た酒落た設備が整っているが,大きな ドッグレー

ス場もあり国内の人向きとは思えない｡香港やシ

ンガポール,台湾等からの観光客を期待 している

のであろう｡そことそう隔たらない所に野生動物

園が建設中であった.1993年11月にオープンで,

訪ねた時は準備に大童であった｡サファリ形式の

動物園で トラ,ゾウ,カバ等沢山に猛獣や動物が

乗められ,かなり大面積を占め東洋一的な規模で

ある｡国威発揚的発想かとも思われるが動物の一

部は香港から払い下げを受けた りしている事を聞

き,すでに中香合作が進行 している感がある｡

オープン後暫 くしてから,調教師が動物との演技

中,猛獣に襲われ重傷を負った事故の記事が日本

の新聞にも出たが,運営に無理がなければ良いが

と思 う｡

マングローブの縁取る深釧湾に臨む位置に錦紡

中華と西隣して中国民俗文化村とがある｡前者は

27ha,後者は18haを占め広大な施設であるQ錦紡

中華は中国の代表的風景である百景を選び,主に

文化的建造物や彫刻の ミニチュアで示 し,これら

が園内に分散して飾られている｡万里長城,莫高

演,雲尚大仏,ポタラ宮殿,黄鶴楼,岳陽楼,寒

山寺等一目で中国の見所を知る事が出来る｡建物

だけでなく陶器で作った人形を配し全部で6万体

を数えると言う｡建物も人形もいずれも精巧な仕

お茶の水地理 第36号 1995年

上が りで迫真的である｡出口近 くは蘇州の町並み

がその儀復元されており,各家に各地の工芸家が

実演しながら店を出している｡例えば蘭州南侠の

小姫が瓢箪に字や絵を細密に刻んで見せる｡

民俗文化村の方は1991年10月にオープンしたも

ので,中国国内の少数民族を主とした代表的村落

の家屋や生活文化の展示であり,数人ずつの現地

人が常駐 していて工芸品の製作等を見せる｡民族

の種類は約40にのぼ り,苗 (Miao)族,璃 (Ya°)

族,壮 (Zhuang)族,タイ族,ウイグル族,朝鮮

族等実に多彩である｡例えば雲南省の納西 (Nax-

i)族の東巴 (Dongba)文化の紹介では,その独特

の象形文字を木簡に書いて貰えるO毎夜 7時過ぎ

には30分程賑やかに民族パレードが行われ楽 しい｡

犬山のりいレワール ドの中国版と言った所だが,

遥に大規模である｡現地人達は2年勤めて交代す

ると言う話であったが,若い人が殆どであり,氏

族を代表する意識からか海刺として見えた｡香港

中国旅行社有限公司と深釧錦紡中華発展有限公司

が経営する施設であるが,両者とも香港の華僑資

本による会社である｡ 全体が真面 目に学問的裏付

けに従って出来ているので,中国全体を知るには

絶好の展示施設である｡

8.終わりに

本稿は1994年 6月25日に,お茶の水地理学会講

演会で ｢北京 と珠江沿岸の自然 ･文化 と観光開

発｣と題 して話した内容を骨子として多少加筆し

たものである｡中国の改革開放政策以降の,特に

沿岸部諸都市を中心とした経済開発と成長,変化

の速さには 目を見張らせるものがある｡ とくに

1997年に主権が中国に返還される香港の周辺と,

同じく1999年に主権が返還される事になっている

襖門の周辺とは,1979年以来計画的に都市化が推

進され前者は深川市を,後者は珠海市を形成した｡

返還の暁には深訓は香港と,珠海は襖門との合体

を予想させる位,近接した位置にまた相応する規

模に迄都市として成長を見せている｡香港と襖門

を返還される時点を予想して中国の経済体制は,

その受入れ準備として自由主義経済に限 りなく近

づ く方針をとっている様に見える｡急激な変化が

隣国の沿岸部に起きている以上関心を寄せざるを
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附図 珠江デルタ地域踏査ルー ト図 (1993年)｡破線が踏査ルー ト,斜線は市街地

得ず,地理学の課題が諸局面に現れていると見る

べきだろう｡

広州,肇慶,珠海 ,深別の 4都市を巡 ったの

で,これら4都市の比較地誌を述べる結果になっ

た｡これら4都市は大小新旧の差は当然あるが共

通点もいくつか指摘できる｡いずれも交通の要地

を占め水運が重要である｡また商工業を含め多機

能都市を指向しているが,観光的側面が大きい｡

広州の様な古い都市は文化的観光資源,肇慶は自

然的資源をも加え,珠海や深訓の様な新都市は観

光施設に力を入れている｡いずれも経済特区又は

それに準ずる区にあた り香港資本が豊富に入 り,

中国の入超分は香港-の輸出や観光収入で赤字が

解消されているとされる経済構造を如実に理解で

きる｡広州以外の3都市は滞在型 リゾー トを目指

してお り,都市機能に占める観光産業の重要さを

改めて認識させられた｡いずれにしろ巨大な隣国

をより多 く知ることは肝要であるO (なお,人口数

など数字資料は確実でないものも含まれるが,相対的
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比較には役立つと思われる｡)
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