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１．はじめに

　北をモンゴル国に接する内蒙古自治区（以下、内
モンゴル）は中国の内陸部乾燥地域に位置する。
　内モンゴルが1949年の中華人民共和国成立以
来経験してきた社会変動は、激動と呼ぶにふさわ
しい社会変動であった。1958年の人民公社設立
から四半世紀にわたり、社会主義的集団経済体制
が実施された。その間には1966年から1976年ま
での10年間、文化大革命がおきている。人民公
社が設立から24年後の1982年に解体され、中国
の社会体制は社会主義的集団体制から社会主義的
市場経済体制へ移行する。現在、社会主義的市場
経済体制はすでに20年を経過した。
　他方、内モンゴルは、近年、｢沙漠化｣の名で知
られるきわめて大きな生態環境の悪化にもさらさ
れ、砂丘や砂嵐の増加、牧地や農地の荒廃などが
取りざたされてきた。
　本稿の目的は、このような社会と自然という2
つの環境の変動にさらされてきた内モンゴルの一
側面を、オルドス高原のモーウス（毛烏素）沙漠に
位置するオルドス地域ウーシン旗を例に、明らか

にすることである。

２．オルドス地域ウーシン旗の現在

２.１　オルドス地域
　オルドス地域とは、内モンゴルの西南部、チ
ベット高原から北上してきた黄河が大きく南へ
湾曲する湾曲部の内側に位置する高原地帯である
（図１）。その面積は87,428 km2、九州の２倍強の
広さをもつ。オルドス地域の標高は西部が最も高
く2,000 m以上、東に向かうに従い低くなり、東
部では1,000 m近くなる（図２）。
　オルドス地域の年降雨量は、陝西省に接した
南東部で400 mmである。北西に向かうに従い急
激に減少し、オルドス地域北西部では150 mm以
下になる（図３）。内モンゴル全体の降雨量分布を
みると、平均して年降雨量400 mmのラインが、
内モンゴルと中国との境になっている（図３）。年
降雨量400 mmのラインが農耕文化に依拠する漢
族圏と牧畜文化に依拠するモンゴル族圏の境界に
なってきた、と言える。オルドス地域の南東部は
その境界にある。
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摘　　要
　オルドス地域ウーシン旗は黄河の湾曲部に位置し、モーウス沙漠の只中にある。こ
こは、過去50年の間に著しい自然環境と社会環境の変動にさらされてきた。自然環境
の変動とは、干ばつの進行である。社会環境の変動とは、社会制度の変化とそれにと
もなう土地の分配である。50年代から60年代にかけて、ウーシン旗では、比較的豊富
な降雨量に支えられ、外来人口の増加、家畜数の増加、開墾面積の増加という土地へ
の負荷が増大した。しかし、70年代に入り、土地への負荷を支えてきた降雨量が減少
する。80年代になると、社会制度が変化する。牧畜地域では、土地の分配によって、
牧地の囲い込みが進み、牧畜民は完全に定住定牧化する。こうした自然環境と社会環
境の著しい変化のなかで、人口は増え続けた。農業生産では、農地が減少し、開墾さ
れた多くの農地が放棄されるに至った。だが、灌漑の普及により、農業生産は安定す
る。なぜなら、灌漑によって単位面積あたりの生産量が増加したためである。この灌
漑が人口増加を支えたのであった。牧畜生産では、ヤギとウシが激減した。一方、ヒ
ツジとブタが増加する。90年代から著しい干ばつが進行するなかで、牧畜生産におい
ても灌漑への比重は高まっている。ウーシン旗で灌漑が可能なのは、ウーシン旗が比
較的豊富な降雨量と地下水に恵まれているからである。そのため、灌漑には生態環境
悪化の危険性があるにもかかわらず、ウーシン旗で灌漑が急速に普及している。
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図１　オルドス地域ウーシン旗位置図.

図２　中国北西部地形図.

図３　内モンゴル自治区における年降雨量分布図（mm）16）.
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　オルドス高原の土地景観は中国の分類によれ
ば、大きく沙漠（Sandy desert）と沙地（Sandy land）、
荒漠草原（Desert Steppe）、乾燥草原（Dry Steppe）に
分類されている（図４）。沙漠と沙地は植生の被覆
率が 5％以下の砂丘地帯であるが、流動砂丘地帯
を「沙漠」、固定砂丘地帯を「沙地」という１）。

　オルドス地域には北西部にクブクチ沙漠、南
東部にモーウス沙漠と呼ばれる流動砂丘地帯が
広範囲に分布する。オルドス地域でもっとも乾
燥した北西部に流動砂丘地帯が分布するのは不
思議ではない。しかし、降雨量の多い南東部に
流動砂丘地帯「沙漠」が分布するのは不思議で
ある。その理由は、オルドス地域の北西方向に
位置するゴビ沙漠から吹く砂塵を含んだ北西風
が、オルドス地域西部の山岳地帯にぶつかって
弱められ、運ばれた砂塵がふもとに堆積したこ
とに求められるであろう２）－４）。

　降雨量が多いモーウス沙漠には、流動砂丘の間
に、中国土地利用図１）で「湿原草原（Meadow）」と
呼ぶ疎林や草原がみられる。特に、陝西省の楡林
市はその名が示すようにニレの木で有名である。
農地拡大の際には、この湿原草原がまず開墾対象
地となっている。標高が2,000 mに達する西部の高
原地帯には、中国土地利用図１）で「荒漠草原（Desert 
steppe）」と呼ぶ植覆率が15%以下の乾燥した草原が
広がる（図４）。
　このようなオルドス地域は、その中央にはチン
ギス・ハーン陵が建立されていて、かつてのモン
ゴル帝国の栄光の名残をとどめる地でもある。し
かし、降雨量の多いオルドス地域の南部と東部は
中国の古都西安のある陝西省に接する（図１）。し

たがって、オルドス地域は、その南東部から絶え
ず漢族とその文化、特に農耕文化の進出を受けて
きた。人民公社時代には牧地である草原が広く農
地として開墾されるに至った５）。

２.２　ウーシン旗
　オルドス地域の南東部、陝西省に接して位置する
のが本稿で取りあげるウーシン旗である（図１）。農
耕文化と牧畜文化が拮抗する地域である。
　オルドス地域の行政は、１つの区と７つの旗
から構成されている。オルドス地域はオルドス市
（旧イケジョ盟）という１つの行政区であり、その
下位行政区分が旗である。旗とは、内モンゴルの
行政単位で日本の郡に相当する。ウーシン旗はそ
の７つの旗のうちの１つである。
　ウーシン旗の面積は11,645 km2、秋田県とほぼ
同じ広さである。人口は91,097人（1990年）で、人
口密度は7.8人/ km2である。
　ウーシン旗の降雨量は中央部にある人民政府所
在地において330 mm*1である。しかし、ウーシン
旗は図３にみられるように、南東部と北西部では
降雨量に相当の差がある。陝西省に接した南東部
の降雨量は400 mmに達するが、北西に向かって
急激に降雨量が減少している。
　ウーシン旗はモーウス沙漠の只中に位置する
（図４）。モーウス沙漠は陝西省とウーシン旗にま
たがって広がる。降雨量が多い陝西省側は黄土高原
に連なる。降雨量が少ないウーシン旗では流動砂丘
が広がる。その中間に位置するのが、ウーシン旗と
陝西省の境界地帯である。この境界地帯には湿原草
原が数多く、流動砂丘の間にみられる（図４）。
　土地景観に対応して、ウーシン旗と陝西省の境

図４　オルドス地域の土地景観１）.
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界地帯は漢族が多数を占める。南東部を除く流動
砂丘が分布するウーシン旗の大部分はモンゴル族
が多数を占める（図５）。これはウーシン旗の行政
組織にも反映されている。
　ウーシン旗の行政組織は、１つの鎮と７つの郷
と６つのソム（蘇木）から構成されていた*２。鎮と
は、行政の中心であった人民公社が解体されて、
旗の行政組織となったもので、ウーシン旗の人
民政府がある。郷とは、農業を中心とする人民公
社が解体されて、旗の行政組織となったものであ
る。ソムとは、牧畜を中心としていた人民公社が
解体されて旗の行政組織となったものである。
　鎮の位置は、ウーシン旗の中心にあり、鎮の民

族構成は漢族が７割を占める。郷の分布はウーシ
ン旗南東部の陝西省に接した狭い地帯に偏り、民
族構成は漢族が圧倒的多数を占める。他方、ソム
の分布は南東部を除くウーシン旗の大半を占め、
民族構成はモンゴル族が多数を占める（図５）。
　総面積が15 km2ばかりの鎮には、人民政府を中
心とする小都市が形成されており、人口密度が
678.1人／km2と非常に高い（表１）。降雨量が多い
南東部に位置する郷の人口密度は19人／km2で、
ソムの人口密度（3.7人／km2）より５倍以上高い。
　郷の主な生業は農業と牧畜である。ただし、
耕地面積が総面積に占める割合は2.5％と非常に
少ない。郷の家畜頭数は約16万頭で、家畜密度
は62.3 頭/km2である。ソムの主な生業は牧畜であ
る。ソムの家畜頭数は約38万頭で、郷の２倍で
ある。しかし、家畜密度は46.2 頭/km2で、郷より
低い。ソムでも、農業がおこなわれているが、耕
地面積比は0.6％と非常に少ない。

３．社会環境の変化

３.１　社会制度の変化
　ウーシン旗では1958年に人民公社が設立さ
れ、家畜と土地が共有化された。この1958年の
人民公社の設立から1982年の人民公社解体まで
のおよそ四半世紀にわたり、社会主義的集団経済
が実施された。その間に吹き荒れた1966年から
1976年までの10年におよぶ文化大革命では、多
くの人びとが迫害を受けた。なかでも、内モンゴ
ルは徳王による満蒙独立運動や、1949年の中華
人民共和国設立以前の1947年に自治政府を設立
した歴史をもつため、多くのモンゴル族が「民族
分裂主義者」、「内蒙古人民革命党」などの汚名を
着せられ、迫害を受けてきた。
　1982年、社会主義的市場経済体制がはじまっ
た。牧畜地域では、生産責任制の導入によって家
畜の私有化と土地の分配が実施された。また、流
通制度の改革によって、畜産品販売の自由化がは
じまり、畜産品の価値が上昇した。

図５　ウーシン旗の民族別人口分布図10） （1991年）.
＊チャガーンノール鎮、八一牧場と紅泥湾草子場は
省略．
＊行政区画は2001年時のものである７）．
＊2001年、バインチャイダム郷とガルート－ソムの
一部がダブチャク鎮に併合され、ウーシンジョ－
ソムとシャルリク－ソムは鎮に改変されている．

下位行政組織
総人口 総面積 人口密度 家畜総数 家畜密度 耕地面積

（人） モンゴル族（％） （km2） （人/km2） （頭） （頭/km2） （km2） （％）*１

ダブチャク鎮*２ 10,171 2,928（29％） 15 678.1 3,139 209.3 1.14 7.6
ソム合計 30,480 24,687（81％） 8,164 3.7 377,101 46.2 51.2 0.6
郷合計 49,781 1,377（ 3％） 2,618 19 163,140 62.3 65.37 2.5
ウーシン旗*３ 90,432 28,992（32％） 10,796.2 8.4 543,380 50.3 117.69 1.1
＊１：総面積に占める耕地面積の割合。
＊２：2001年行政区画が変更になり、ガルート・ソムの一部とバインチャイダム郷はダブチャク鎮に併合
　　　されている。
＊３：八一牧場、育草センター、各林場と第二化学工業工厰は省略してある。

表１　ウーシン旗の行政組織における民族構成と生業　1991年10）.
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３.２　土地の分配
　社会主義的集団経済の開始とその後の社会主
義的市場経済への移行における、もっとも大きな
社会環境の変化は土地制度の変化である。土地制
度の変化は農耕民と牧畜民では全く異なる意味を
もっていた。
　1949年の中華人民共和国成立以後、土地改革
が実施された。農業地域で実施された土地改革
は、地主や富農、寺院や学校などの団体、商工業者
が所有する農地を、小作農に配分するという政策で
あった５）。
　だが、牧畜地域では、この政策は実行されな
かった。なぜなら、土地は旗王に管理されていた
が、農耕民のように土地を区切ることなく自由に
家畜を放牧していた牧畜民には、この政策が受け
入れられなかったからである５）。　
　このように、農業地域と牧畜地域では全く異な
る状況であったが、1958年の人民公社化によっ
て、農業地域と牧畜地域で一律に土地の共有化が
実施された。土地の共有化は、牧畜民にとっては
むしろ利用できる土地が狭まることを意味してい
た。人民公社の設立によって、牧畜民は各人民公
社内の牧地でしか放牧が認められなくなったから
である。
　人民公社設立から24年後の1982年、生産責任
制の導入にともない、土地の分配が実施される。
土地の分配は農業地域だけでなく、牧畜地域で
も実施された。土地の分配とは、土地の使用権と
管理権を30年の契約で家長ひとりに与えるもの
である。土地は共有地を残さず、すべて分配され
た。そのため、ウーシン旗では内モンゴル東部で
報告されているような共有地に家畜が集中して過
放牧が発生するという現象は起きていない６）。

　土地の分配直後から、牧畜民は他人の家畜が入
らないように、牧地を柵で囲うようになった。他
人の家畜が入らないということは、自分の家畜を
外に出さないということでもある。この結果、こ
れまでのような自由な放牧と移動は不可能となっ
た。ウーシン旗では土地の分配がおこなわれてか
ら、すでに20年以上が経過した。現在、ウーシ
ン旗の牧畜民は完全に定住定牧化している。

４．自然環境の変化

　ウーシン旗が過去50年間で経験したもっとも
大きな自然環境の変化は、降雨量の減少である
（図６）。
　降雨量の減少を10年単位でみると、60年代に
は370 mmあった年平均降雨量が、70年代には

322 mm、80年代には333 mm、90年代には286 mm
と減少し、40年の間におよそ４分の１近く減少
しているのである（図７）。
　ウーシン旗では降雨量の減少と平行して、気温
が上昇した（図８）。気温の上昇を10年単位でみる
と、60年代には6.5度あった年平均気温が、70年
代には6.9度、80年代には7.2度、90年代には８度
と、60年代から90年代の40年の間に1.5度も上昇
している（図８）。過去130年に地球全体で気温が
0.6度しか上昇していないのであるから、その2.5倍
も上昇したウーシン旗の気温の上昇がどれだけ異
様なものか分かる。
　降雨量の減少と、それに追い討ちをかける気
温の上昇は、著しい植生の減少をもたらした。
文化大革命時の1969年から８年間、故郷を追放
され、陝西省で「労働改造」という名の強制労働に
従事していたある牧畜民は、わずか８年の間に故
郷が変わり果てていたことに大変驚いたという。
1969年当時、家の前の牧地には、アブラヨモギ*３

やスナヤナギ*４が群生していた。ところが、８年
後の1977年に故郷に戻ってきてみると、何もな
い流動砂丘に変わっていたのである。現在も流動
砂丘のままである。

５．人口の増加

　このようにウーシン旗の降雨量が著しく減少
し、干ばつが進行しているにもかかわらず、ウー
シン旗の総人口は、1949年から1990年までの40年
の間に約３倍に増加した（図９）。
　人口増加を民族別にみると、モンゴル族の人口
が過去40年の間におよそ２倍増加しているのに
対し、漢族の人口はモンゴル族の２倍にあたる４
倍も増加している（図９）。
　漢族の人口は中華人民共和国が成立して間もな
い1953年から増加をはじめている（図９）。この
漢族人口の増加は、外部から漢族が大量に移住し

図６　ウーシン旗における年降雨量の推移
　　　1961年～2001年　(年平均降雨量　330 ㎜).
　　　（ウーシン旗気象局データーより作成）
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たことによってもたらされたものである。その後
も漢族人口はモンゴル族人口より急角度で上昇し
続けた。
　その結果、1949年にモンゴル族と漢族の人口
はそれぞれほぼ半数を占めていたが、40年後の
1990年には漢族の人口割合が総人口の３分の２
を占めるようになった。モンゴル族の人口割合は
総人口の３分の１に減少した（図９）。

６．農業生産の変化

６.１　農産物生産量の変化
　このような人口増加、とりわけ漢族人口の増加
は、何によって支えられたのであろうか。まず、
農産物生産量の変化をみてみよう。
　ウーシン旗における主要栽培作物は、穀物と
マメ類と植物油原料である７）。穀物は主に小麦、
トウモロコシ、キビ、アワ、高粱、水稲などで
ある。マメ類は主に黒豆、大豆、そら豆などであ
る。植物油原料は主にゴマである。
　穀物とマメ類の生産量の変化をみると、1954
年から生産量が増加をはじめる（図10）。1955年
以降、年ごとの差が非常に大きいが、生産量は
ほぼ同レベルの期間が20年続く。1973年から生
産量の年ごとの差が小さくなり、生産量が安定す
る。1988年から生産量が急増し、わずか３年の

間に３倍近く増加している。
　降雨量の資料は1961年からであるが、このよ
うな農産物生産量の変化を降雨量と対応させてみ
ると、1973年までの農産物生産量の増減は降雨
量の増減とほぼ対応している（図６、図10）。し
かし、1974年以降、農産物生産量は降雨量の減
少の影響を受けなくなっている。さらに1988年
から農産物生産量が急増している。農産物生産量
がこの時期から安定しているのは、後にみるよう
に灌漑の導入と深く関係している。
６.２　総播種面積からみた農地面積の変化
　ウーシン旗の総播種面積の推移をみると、総播
種面積は急激な拡大と縮小を繰り返しながら減少
し続けた（図11）。
　1950年に2.5万haあった総播種面積は、10年後
の1960年に3.7万haに達した。しかし、その間、
1953年の1.5万ha、1958年と1959年の2.1万haと
２度にわたる著しい減少も経験している。
　1960年にピークに達した後、総播種面積は減
少する。1966年には1.6万ha、ピーク時の半数以
下に減少した。だが、再び増加に転じ、1970年
には2.5万haに達する。しかし、翌年の1971年か
ら減少しはじめ、1975年からは1万haで推移して
いる。この70年代からの総播種面積の減少は、
70年代からはじまる干ばつの進行と対応してい
る（図７、図11）。
　総播種面積を10年単位でみると、50年代から

図９　ウーシン旗における総人口と民族別人口の推
移　1949年～1990年７）.

図10　ウーシン旗における農産物生産量の推移
　　　1950年～1990年７）.

図８　ウーシン旗における年平均気温の推移
　　　1961年～2001年.（ウーシン旗気象局のデーター
　　　より作成）

図７　ウーシン旗における年降雨量の推移
　　　－10年平均－.（ウーシン旗気象局データーより
　　　10年ごとに平均値を算出して作成）.
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60年代にかけて約2.4万haあった総播種面積が、
70年代には1.7万ha、80年代には0.9万haに減少し
た（図11）。60年代から80年代までの20年の間に
1.5万ha、３分の１近く減少している。いいかえ
れば、開墾された農地の３分の１近くが放棄され
たことになる。
　開墾によって、多年生の植物を掘り起こして、
１度形成された農地は、放棄されると砂地にな
る。たとえば、1961年にウーシン旗の西南に位
置するシャルリグーソムで、モンゴル族の英雄の
ひとりを祭る聖地のある、7,000 haにもおよぶ草
原が開墾された。しかし、開墾された草原は間も
なく放棄され、現在でも黄砂に覆われたままであ
るという報告がある５）。

６.３　灌漑面積割合の増加
　総播種面積が70年代から急激に減少している
にもかかわらず、農産物生産量は1974年から安
定し、1988 年から増加している（図10、図11）。
これは単位面積あたりの農産物生産量が飛躍的に
増えた結果である（図12）。
　穀物とマメ類の単位面積あたりの生産量をみ
ると、1950年から1972年までの22年間、ほとん
ど変化していなかった生産量が、1973年から急
増する（図12）。1972年に 1 haあたりおよそ0.5 tで
あった穀物とマメ類の単位面積あたりの生産量
はわずか３年後の1975年には1.2 t、2.5倍に増加し
た。さらに、1988年から単位面積あたりの生産
量が急増し、1990年には 1 haあたり2.7 t、1972年
の５倍以上に増加している（図12）。
　干ばつが進行するなかで、なぜ単位面積あた
りの農産物生産量は飛躍的に増加したのか。それ
は、1971年からはじまる灌漑面積割合の急増に
よる（図13）。1970年に８%だった灌漑面積の割合
は、５年後の1975年には29%に増加している。さ
らに、農産物生産量が飛躍的に増加する1988年に
は灌漑面積の割合は80%近くにまで達している。
　灌漑が農産物生産量を増加させた理由は２つあ

る。１つは、灌漑には地下水を利用するため、干
ばつの影響を受けずに、安定した生産量を得るこ
とができることである。もう１つは、灌漑にとも
なって、栽培作物が変化したことである。従来、
この地域では主に天水で栽培可能な在来種のキビ
が栽培されていた。灌漑とともに収穫量の多い改
良品種のトウモロコシ栽培が広がったのである。
　50年代と60年代における漢族人口の増加の大
きな要因は、農地の拡大とそれにともなう農業
生産の拡大である。この大規模な開墾を支えた
のが、この時期に比較的豊富な降雨量であった。
だが、70年代以降の干ばつの進行にもかかわら
ず、人口は増え続けた（図９）。この人口の増加を
支えたのが、干ばつの影響を受けない地下水資源
を利用した灌漑である。

７．牧畜生産の変化

７.１　家畜数の変化
　モンゴル族の主要生業である牧畜生産はどのよ
うに変化したのであろうか。
　モンゴル族が飼育してきた主な家畜とは、ヒツジ
とヤギ、ウシ、ウマとラクダである８）。これら五畜
はモンゴル語でマルと呼ばれる。ウーシン旗ではこ
の他、ロバとラバとブタも飼育されている７）。
　これらの家畜を合計した総家畜数の変化をみ

図11　ウーシン旗における総播種面積の推移
　　　1950年～1990年７）.

図12　ウーシン旗における単位面積あたりの農産物
生産量（t/ha）の推移　1950年～1990年７）.

図13　ウーシン旗における総播種面積に占める灌漑
面積割合の推移　1950年～1990年７）.
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ると、1950年から1964年までの14年の間が急増
期にあたり、28万頭が96万頭、３倍以上増加し
た（図14）。その後、1983年まで総家畜数は同レ
ベルで推移し、1984年から急激に減少した後、
1989年から増加に転じている。
　家畜の内訳をみると、1950年頃にウーシン旗
で飼育されていた主要な家畜はヤギ（約12 .9万
頭）、ヒツジ（7.2万頭）、それにウシ（5.4万頭）とウ
マ（2.3万頭）である（図15、図16）。
　ヤギとヒツジとウシの主な用途は、搾乳と肉利用
である。ウシは農耕と運搬にも利用されていた８）。
　ヤギとヒツジとウシの変化をみると、1950年か
ら1965年頃まで一様に増加する（図15、図16）。し
かし、ウシは1964年をピークに減少しはじめ、
ヤギもこの頃から減少しはじめる。ヒツジのみが
増加を続けた。
　ヤギとヒツジとウシの総家畜数に占める割合を
みると、1950年にヤギが最も多く45％ 、次いで
ヒツジが25％、ウシが19%を占めていた。40年後
の1990年には、ヤギが13%、ウシが２%にまで減
少した。一方、ヒツジが77%、総家畜数の８割近
くまで増加した。
　他に、ブタが肉利用されていた。ブタの変化
をみると、着実に増加している（図16）。1977年
にウシの頭数を上回り、1990年に3.7万頭に達し
ている。
　ウマとラクダ、ロバ、ラバの使用用途は使役で
ある。ウマの用途は乗馬、ラクダは荷駄である８）。

ロバとラバの用途は運搬、農耕などであった。
　これら使役獣の変化をみると、ウマの頭数は
1977年までほぼ同レベルで推移するが、1978年
から少しずつ減少し、1990年には1950年時の半
数以下に減少した（図16）。元来少ないラクダの
頭数は、ほぼ変化なく推移し、1984年以後全く
所有されていない。ロバの頭数は1970年まで増
加し、以後同レベルで推移している。ラバの頭数
は、1966年頃から増加している。
７.２　家畜数変化の背景 
　50年代と60年代の家畜数の増加は、中華人民
共和国の成立による社会の安定と比較的豊富な降
雨量に支えられたものである。
　70年代からはじまる干ばつの進行と80年代の
社会制度の変化のなかで、ヤギとウシが大幅に減
少する。しかし、ヒツジとブタは増加を続ける。
また、使役獣の割合が変化している。
　ヤギが減少した理由は２つある。１つは、政
府によるヤギの飼育制限である。ヤギは植生破
壊が大きいとされ、ヤギの頭数が抑制されてき
た。たとえば、「1970年代から、盟政府がヤギの

不適当性をみとめて、ヤギはすべて他の省へ売却
された」という９）。ウーシン旗でヤギがすべて売
却されたことはなかったようであるが（図15）、
ヤギが多数売却されたことは事実である。また、
1980年後半に、ウーシン旗のあるソムで「ヤギは
草を根こそぎ食べてしまう習性があるので草原の
沙漠化の元凶とされ、１頭も残さず余所への売却
が命じられ」ている10）。第２の理由は、1982年か
ら実施された土地の分配によってはじまった牧地
の囲い込みである。ヤギは牧地を囲んだ柵を平気
で乗り越えてしまう。そのため、ヤギは囲い込み
に適さず、頭数を減らされた。
　ウシが減少した理由は、干ばつの進行である。
干ばつの進行によって、ウシが好む栄養価が高

図14　ウーシン旗における総家畜数の推移*１

　　　1950年～1990年７）.
　　　＊１：総家畜数とはヒツジとヤギ，ウシ，ウマ，ラ

クダ，ロバ，ラバとブタの単純合計である.

図15　ウーシン旗における小型家畜数の推移
　　　1950年～1990年７）.

図16　ウーシン旗における大型家畜とその他家畜の
　　　推移　1950年～1990年７）.



78

児玉：中国内モンゴル自治区オルドス地域ウーシン旗における自然環境と社会環境変動の50年

79

地球環境 Vol.10 No.１　71－80（2005）

く、背丈の高い草が減少した。
　ヒツジが増加した背景には、品種改良による良
質な羊毛が産出されるようになり、ヒツジ飼育の
インセンティブが上昇したことがある。オルドス
地域では、1950年代末から家畜の品種改良が積
極的におこなわれた７）。その中で成功を収めたの
が在来種のヒツジの品種改良である。新しい品種
は肉毛兼用の「鄂尓多斯（オルドス）細毛羊」と呼ば
れる10）。新しい品種のヒツジは、毛が細く品質が
よい。羊毛の品質向上は羊毛価格の上昇をもたら
した。そのうえ、１頭あたりの羊毛生産量が成メ
スヒツジで改良前の1.2 ㎏から改良品種では 4 ㎏
に増加している７）。

　ブタが増加した理由は、灌漑によってブタの飼
料となる農産物が増加したためである。
　ウマが減少した理由は、ウシが減少した理由と
同様、干ばつの進行である。干ばつの進行によっ
て、ウマの飼育に適した植生が減少した。
　ラクダが減少した理由は、牧地の囲い込みにあ
る。ラクダは広い牧地を必要とするため、牧地の
囲い込みに適さなかった。
　ウマやラクダ、ウシが担っていた役割を担う
ようになったのが、ロバとラバである。とりわ
け、ラバは力が強く、持久力に優れているため、
運搬や農地の耕作に適している。さらに、乗用に
も利用できる。そのため、ラバはウシが減少する
1966年頃から増加している。　
　家畜数に関する統計資料は1990年までしかない
が、干ばつが著しく進行した90年代に、ヒツジの
頭数が増加していることが聞き取り調査から明ら
かになっている。その理由は、灌漑によって栽培
された農産物がブタだけでなく、ヒツジの家畜飼
料として積極的に利用されるようになったからで
ある。家畜飼料における農産物の比重は干ばつの
進行にともない大きくなっている。しかし、家畜
飼料にあてる農産物を購入することは経済的な負
担が大きい11）。そのため、ウーシン旗では家畜飼料
を灌漑農地で自家栽培する傾向が強まっている。

８．灌漑の危険性

　灌漑には、塩害や地下水位低下の危険性があ
る。たとえば、オルドス地域の各地に残る40を
越える屯田地跡のほとんどが灌漑によって塩田化
しているという12）。また、異なる地域であるが、
中国東北部では、灌漑が主な原因で、過去20年
の間に地下水が少なくとも10 m 低下していると
いう報告がある13）。灌漑にはこのような生態環境
悪化の危険性があるにもかかわらず、ウーシン旗

では灌漑が急速に普及している。
　では、オルドス高原に位置するモーウス沙漠で、
なぜ灌漑が可能なのか。その理由は２つある。１つ
は、降雨量が比較的豊富なことである。なかで
も、ウーシン旗の南東部の降雨量は400 mm以上
に達している（図３）。もう１つは、オルドス地域
において標高が高い西部に降った雨が、標高が低
い東部に流れ込むため、地下水が豊富なことであ
る（図２）。モーウス沙漠にあるウーシン旗は降雨
量が豊富で、なおかつ地下水が豊富な、いわば特
殊な地域である。

９．おわりに

　ウーシン旗はモーウス沙漠の只中にあり、主な
土地景観は流動砂丘である。
　このウーシン旗は、四半世紀におよぶ人民公社
化と10年間続いた文化大革命という大きな社会
変動にさらされた。こうしたなかで、50年代か
ら60年代にかけて人口の増加、家畜数の増加、
開墾面積の増加という土地への負荷が増加した
が、この時期の比較的豊富な降雨量に支えられて
いた。
　しかし、土地への負荷を支えてきた降雨量が70
年代から減少する。この干ばつの進行が、ウーシ
ン旗が経験したもっとも大きな自然環境の変化で
あった。
　80年代になると、内モンゴルの社会体制はこ
れまでの社会主義的集団経済から社会主義的市
場経済へ移行した。牧畜地域では、土地の分配に
よって、牧地の囲い込みが進み、ウーシン旗の牧
畜民は完全に定住定牧化する。ウーシン旗におけ
る社会環境の変化とは、この社会制度の変化とそ
れにともなう土地の分配であった。
　干ばつの進行と社会制度の急激な変化のなか
で、人口は増加を続け、過去40年の間に 3 倍に達
した。なかでも漢族人口は 4 倍に増加している。
　農業生産では、干ばつの進行に応じて、開墾面
積が減少し、多くの農地が放棄された。だが、灌
漑の普及によって、農業生産はむしろ安定する。
なぜなら、灌漑によって単位面積あたりの農産物
生産量が増加したためである。干ばつが進行する
なかで、人口増加を支えたのが灌漑であった。
　牧畜生産では、干ばつの進行と社会制度の変化
によって、ヤギとウシの頭数が急激に減少した。
一方、ヒツジとブタの頭数は増加する。90年代
からさらに激しい干ばつが進行するなかで、牧畜
生産においても灌漑への比重は高まっている。
　ウーシン旗で灌漑が可能なのは、ウーシン旗が豊
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富な降雨量と地下水に恵まれているからである。そ
のため、灌漑には生態環境悪化の危険性があるにも
かかわらず、灌漑が急速に普及している。
　コモンズの悲劇論は、共有資源（ここでは共有
牧地）が個人による過度の資源利用によって資源
の枯渇をもたらすことを指摘した。そして共有
資源の過剰利用を回避するためには、資源の完全
私有化か、政府による介入が不可避であると結論
付けた14）。しかし、ウーシン旗では共有地を残さ
ず、土地がすべて分配されたため、コモンズの悲
劇はおきていない。
　現在、内モンゴル全域で進められている環境
保全政策のいくつかは、灌漑による土地の集約的
利用を基礎にしており、地下水資源への負荷を増
加させている。豊富な降雨量と地下水に恵まれた
ウーシン旗であるからこそ可能な灌漑が内モンゴ
ルの他地域でも可能なのか。これはコモンズの悲
劇論で指摘された資源の枯渇を防ぐもう１つの方
法である政府の介入が必ずしも資源の保全にはつ
ながらないことを示唆するものといえよう。

（注）
*１ ウーシン旗気象局データーにより算出。
*２ 2001年にバインチャイダム郷とガルート－ソム
の一部がダブチャク鎮に併合され、ウーシン
ジョ－ソムとシャルリク－ソムが鎮に改変され
ている。

*３ アブラヨモギには2種類ある。１つは、モン
ゴル語でハラ・シャボク、中国語で油蒿と呼
ばれるキク科ヨモギ属の低木である。学名は
Artemisia ordosicaである15）。もう１つは、モ
ンゴル語でシャラシャボク、漢語で 蒿と呼
ばれるキク科ヨモギ属の低木である。学名は
Artemisia sphaerocephalaである15）。

*４ ヤナギ科ヤナギ属の低木で、モンゴル語でボ
ルガス、中国語で沙柳と呼ばれる。学名は
Salix psammophilaである15）。

謝辞
　本研究の土台となる実地調査は、財団法人平和
中島財団の奨学金および日本学術振興会科学研究
費補助金（特別研究員奨励費）を受け実施されたも
のである。ここに衷心より感謝の意を表します。

参考文献

１）　1：1 ,000 ,000中国土地利用図編纂委員会主編
（1990）1：1,000,000中国土地利用図．科学出版

社．
２）　杉本伸夫・清水　厚・松井一郎・鵜野伊津

志・荒生公雄・陳岩（2002）連続運転偏光ライ
ダーネットワークによる黄砂の動態把握．地球
環境，7（2）, 197-207．

３）　甲斐憲次（2002）中国西域におけるダストストー
ムの発生と黄砂．地球環境，7（2）, 209-214． 

４）　黒崎泰典・三上正男（2002）東アジアにおける近
年のダスト多発現象とその原因．地球環境，7
（2）, 233-242．

５）　楊　海英・新間　聡（1995）チンギス・ハーンの末
裔．草思社．

６）　Williams, D. M.（1996）Grassland enclosures: 

catalyst of  Land Degradation in Inner Mongolia. 

Human Organization, 55（3）, 307-313．
７）　烏審旗誌編纂委員会（2001）烏審旗誌．内蒙古人

民出版社． 
８）　モスタールト・アントワーヌ・村上正二訳
（1986）オルドス・モンゴルに関する民俗資料．
モンゴル研究，17, 81-106.

９）　楊　海英（1991）家畜と土地をめぐるモンゴル族
と漢族の関係－オルドスの事例から－．民族学
研究，55（4）, 455-468.

10）　楊　海英・児玉香菜子（2003）中国・少数民族地
域の統計をよむ－内モンゴル自治区オルドス地
域を中心に－．静岡大学人文学部・人文論集，
54（1）, 59-184.

11）　児玉香菜子（2003）中国社会主義市場経済下に
おけるモンゴル牧畜民の社会経済的動態－内モ
ンゴル中部の季節移動型牧畜民家族の事例から
－．沙漠研究，13-1, 69-80.

12）　楊　海英（2000）モンゴル人からみた沙漠化－日
本の緑化運動とも関連づけて－．乾燥地域の環
境変動，31-35.

13）　松本　聰（2002）脱硫石膏による世界初のアルカ
リ土壌改良と安定食糧生産の実践．アジアの経
済発展と環境保全．第3巻，慶応義塾大学出版
会，1-15.

14）　Hardin, G.（1968）The tragedy of  the commons. 

Science, 162, 1243-1248.

15）　徳岡正三訳・劉　 心主編（2002）中国砂漠・沙
地植物図鑑木本編．東方書店．

16）　内蒙古計委国土整治弁公室、内蒙古自治区測絵
局（1987）内蒙古国土資源地図集．内蒙古人民出
版社．

（受付2005年１月28日、受理2005年３月11日）




