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建設

1寺代の遊

はじめに

この地質ニュｰスには外国の話もいろいろと興味深

く伝えられている.だが2000年来の交流の歴史をも

ち同文同種の隣国である中国の話がでてこない.そ

こであれこれと文献を集めて辰砂のことを調べていた

のを利用して中国の地質にまつわる話などを紹介する

シンチヤンシンチャンウイグル

こととした.とくに新彊(正式には新彊維吾爾自治区)

クンイニンリンユ口レヤン

を選んだのは後に出てくる唐延齢君や衰揚さんの話に

刺激されてのことで別に大した理由はない.

建設時代の遊撃隊員

この見なれ泣い｢建設時代の遊撃隊員｣とは広大な

中国の大地をかけめぐって地下資源の探査にあたって

いる地質調査隊員のことである.中国では｢遊撃隊

員｣(第1図日本ではゲリラとよんだ)をすごく勇

敢な愛国者だと尊敬してきたのだからこれは愛称とい

うより敬称なのであろう.

彼や彼女たちがそのように呼ばれるようになったい

�

われはこうだ.1957年の5月に北京地質学院の卒業

リウジヤオチｰ2)

を目前にした学生たちが劉小奇国家主席と懇談した際

間主席が｢君たちの先輩は遊撃戦によって中華人民

共和国を実現したカミ今の君たちは祖国の建設と6億

人民の幸せをきづくために自然を相手に苦しい遊撃戦

をしようとしている･…諸君は遊撃戦争に従事した

先輩たちの関心と期待にそうため若い『建設時代の遊

撃隊員』としてりっぱに地質調査をやり･…｣と若

撃隊員

岸本文男

者たちを励ました言葉に始まったのである(公称は

｢地質工作者｣).現在この地質学院に秘蔵され学生

たちのマスコットとなっている1艇の古ぼけた猟銃があ

}ウジヤオナｰ

るがこれはこの時劉少奇国家主席カミその著者たちに

贈った彼の愛用の品だったものの由.

注1)北京市西北の大学衛にある地質単科大挙4年制1952年開校

1)大統領といった地位にある人理論家であリ安源炭砿の大ス

トライキを成功させた若い頃の謡も有名第2図

①遊撃隊員たち

(人民目報提供)

クンイ星ン叫ン

唐延齢君

クンイ王シリン

唐延齢君はその時の卒業生の1人だカミ彼は中国

の酉の辺境新彊に赴任した.今もその砂漠や高山や原

始林の中で仲間たちと元気に働いている.

彼の属する｢建設時代の遊撃隊｣は1957年に巴米爾

高原地方の調査に入った.彼の言葉を借りると｢県長

(県知事)が大喜びで迎えてくれ地元の老人を集めて知

っている限りのその山地の様子を聞かせてくれた.あ

る老人は砂金を拾ったばっかりに地主に責め殺された

友の遺言を守って14年間誰にも話さなかったその砂

金地を私たちに詳しく教えてくれた.

ある老人は布と紙で幾重にも包んだものを贈ってく

れたカミその中味は孔雀石だった｣

タン

唐君たちは1年間の｢遊撃戦｣の結果(第3図)

金･鉄･鉛1亜鉛･銅と水晶･雲母の各鉱床を発見した.

翌年の末には別の地方で大規模な石綿の鉱床を発見し

たと伝えている.そしてそれらの現在は｢地下資源の

所在をみつけるたびに僕たちはなんともいえな

い喜びを感ずる.僕たちが足跡をのこした場所

に工場や町ができるのをみると限りない幸せと

タン

誇りに胸カミふくらむ｣と唐君が語っているところ

②劉小寺團家主席(右から2人目)

(人民中国)

混乱と困難

新中国が誕生した1949年10月1目からこのよ

うにすっきりと地質調査が進んだわけではない

つの結論をだした.参考までに要約すると

①科学研究が人民のために役立つという観点を確�
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立し理論と実践

を結合させること

②理論研究および試

験研究を計画的に

行なうこと

③集団的研究を行な

うこと

の3つである.

と.ころが課題は

大きくて人手は足り

ず経験もまた不足/.

しているために計!トr

でζ1ミく嵐〃苛}

1鈴1べ㌻払

にだいぶ苦労をした考工＼

らしい.たとえば“､'＼.地

�

その際の代表的な反}

対意見は｢ソ連に学第5図

べといってもソ連

はソ連中国は中国｣とかr計画水準が高すぎる｣な

どだったということからみても.それらの賛否両論を

さげて翌1953年1月20目から24日間全国地質工作者

会議を開きここで現在まで貫いている地質調査計画

の基本方針いわくr新人の大量養成と機器の充実｣

いわくr地質工作者の合理的配置｣いわくr個人の能

力の向上｣そして｢桃よりも野外へ｣などを決めたの

である.

かくて若者は山野をかけめぐり40歳位になると研究

室と後輩の養成へ向かうシステムが作られたわけ.
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新彊維吾爾自治区鉱産図

:石炭と鉄

ここで新彊維吾爾自治区の地図を開こう(第4図).

私は香港の大中書局から出版された｢最新中国分省地図｣

20ぺ一ジを開いている.次々に現われる地名のほとん

シンチヤン

どがこの地図に出ているので.新彊にはたいていの

地下資源が揃っていると中国でいっているカミ権かに鉱

物資源は豊富らしい.順を追って紹介することにする.

テンシャンテｰクイ申一見ウ

ニ石炭は天山北部｢東は奇台から酉は鳥蘇にいた

クンルンホｰクンイ■チ■シヤｰ

る400～500km)昆諸山北麓(和閲･英音沙一帯の全長

③試錐位置をきめる遊撃隊員

(Ch三neseYeara口dStudents)

⑤アングレン炭鉱で水力採炭中のハイドロモニ

タｰ(今日のソ連邦)�
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シンチヤン

は全新彊の炭量は419億トンで当時の東北に中南

地方分を併せたよりも多い.加えて1962年に発見さ

テンシャン

れた天山南部の炭層はどのあたりかは詳らかで狂いが

その1部の計算終了分だけでも30億トンに達するという.

土地も広いカミそれだけに炭量もまた大きいものである.

ウルムチバｰクオカ丁ンフｰカンファンシャン

1940年頃から鳥魯木斉県八道湾炭肱や阜庫県費山

テウ･f二'･ミ廿ンクオ

街炭砿･恰密県三道嶺炭砿(東西22km南北1km炭

層平均10㎜鉱量4億トン)枚とは露天掘採炭を始め

ていて1942年の出炭は全新彊で182,600トン1947年

には176,400トンであったという.新中国となってか

らその生産は拡大されてユ955年9炭砿となり蘭新

線の半開通一ソ連のアノレマ･アタまで通じて初めて開

イ1j

通といえるが国境の伊梨地方でうまく話がまとまらな

いから半麗通一を機会にして1960年賀から本格的な

機械化採掘(第5図)に入った.

ちなみに1960年における全中国の石炭生産量は4.25

チャンシュアン

億トンとソ連に次ぐ世界第2位で石炭工業部の張霜

之部長(大臣)によれば水力採炭法の普及は世界第1

位とのことである.水力採炭法の本場ソ連をその点

では追い越したとv'うことにたる.

しかしもう一面をみておかないと間違う.それは

後にもでてくるがv'わゆる集団組織の戦術人海戦

術である.石炭についてもこの人海戦術はカを発揮

しているようだ.というのは人民公社(PeOp1e's

COmmune)の直轄する小炭弦が全国で59,000余(1958

年)その出炭量2530万トン(当時の全出炭量2.9億ト

ン)というぐあいだから.この人民公社について語る

となると大きくぺ一ジをさかねぱなら狂いので割愛

するがたとえていえばアミｰバのように単独でも生活

できる代物なのだ.現代中国を語るのに人民公社に

ふれないのは人を作って魂入れずと同じことと思って

よかろう.

⑥新醒八一製鋼所

(北京写真展から)

シンチヤン

ついでに新彊の石炭の炭質にふれるとコｰクス用炭と

コｰクス用補助炭のほかに5000～8000カロリｰの褐

炭･褐性有煙炭･長焔炭･ガス用炭があって蘭新線用

や工業用一般家庭用におもに使われているとのこと.

ウルムチ

鉄鉱あちこちで発見されているようだが鳥魯木斉

県にある赤鉄鉱々床はFe平均50%以上鉱逮億トン台

を誇るもので目下採掘中.1963年の出鉱量は1962

ツ呈一ンシヤンツオ

年の144%とだけわかっている.それに鄭善托

カスンニイレクウｰヌウイｰムサル

克遜尼勒克などの磁鉄鉱々床と鳥蘇吉木薩爾など

の地域に分布する菱鉄鉱々床も価値が高いとのことで

その1部は1957年から出鉱し始め現在では残りの大部

分が鉱石を新彊内の各製鉄所に送っている.

中国政府が公式に伝えたところによると1962年末に

㌩

はすべての省に大型ないし中型の洋式製鉄･製鋼所

があって生産しているというのだがこの新彊の場合

チヤンイ■トウツン加4)

には昌吉･頭屯河製鋼所カミあり最近は新彊八･一

鋼鉄廠と名を改め1大コンビナｰトとしての近代的荏

�

設備(たとえば高炉255m3×5基)の下で製鋼まで

の一貫生産量を急増し(第6図)鞍山や石景山上海

や漢陽包頭や重慶などの各製鋼所と生産拡大率の先陣

争いを始めている.それにまけじと口合密製鋼所もその

5基(255～600m3)の高炉に基づいて生産を行荏っ

イｰ三ン

ている.ごく最近には伊寧製鉄所の名も文献にみら

イｰ昌ン

れるようになってきた.この伊寧の町の自慢の種は

イリクｰチョンア'レクイ

1944年11月に伊梨･塔城･阿勒泰の三地区で武装叛乱

(いわゆる三区革命｣)を行狂ったサイプデン(現新彊

ウイグル

維吾爾白治区主席)らの革命政府と革命軍司令部のあっ

た町だということ.ここで新彊をもっと知るために

新彊の現代史に少しふれてみよう.

⑦ウイグル族の若ものだち

(中国両報)

注3)1960年10月1目チベットの歴史上初め

てのチベット製鉄所1号高炉から出銑

196蹄にはユ号平炉活動開始によリ全

榔こ鯉綱所誕生となる

4)八･一と1ま中共箪(正式1こは中国人民解

放箪)穿瑠簿記念費8月至帥)こと

5)鶉噸の簾大の潟榊玄笹熊ω暑商煩で

撒婁が単解は鮫1岬60⑪トン(世界1)

翻彊縦書面禽治医の成立

新彊は維吾爾族(第7図)70%恰

嫌事夢

薩蒐族10%その他2⑪%の計!3民族の住

む所でギジシヤの王ユウテイデムスの

管ヤン華皿ン

侵入漢醐の張義軍の支配以来民族間

の反目が助長凄れ伝統的ぽ民族主義的

/1孟簑鴛的㌫鰐11㌶

でユ93峰に恰密で維吾爾族の対蒲叛乱�
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⑧ウルムチ市街目ぬき通り(人民中国)

が起こり以来1949年まで新彊には平和はなかった.

カシュガル

1933年の喀什鳴爾を中心とした｢東トノレギスタン共和国｣

の独立も国民党軍によって根こそぎに破壊された.

しかしこの破壊はやがて国民党にとって手痛い仕返しを

受ける種と狂ったのだが.

新彊の人々はこの1933年をもうユつの記念すべき年

だという.要するにコムニストの小さな1団がゴビ

の砂漠をこえて初めてこの地に入った年狂のだ.彼

労ンヌｰマチュンイン

らは少数民族の間で活動し甘粛の馬伸英軍閥に対して

サルグル6)

維吾爾族と共同して戦い1940年時の国民党軍司令

シ!ンシｰツアイ

官盛世才将軍にそのほとんどが殺されてしまった.し

チェンタオジン材ツ里ミン7)

かし陳道幸･毛沢民らの1団は少数民族の人々に

強い共鳴を与えたらしく前述の｢三区革命｣をよび

1949年9月1目に解放軍(いわゆる中共軍)が甘粛の安

西に入った時この地方革命軍の密使が援助の要請を､し

クオシｰ

てv'る.そこへ情勢を見抜v'た国民党軍司令官陶時

岳将軍が｢平和解放の訴え｣を放送したので解放軍は

8)クｰクｰル

13年前の悲涙の地をこえて塔塔爾族同盟軍と合流し

マォソニミンウルムチ

1949年9月26目毛沢民らの眠る鳥魯木斉市(第8図)

ウイグルテンシャン

に入り別の維吾爾族革命軍が天山山脈をこえ恨みつ

カシュガル

もる喀什鴫爾を抵抗なしに解放したというわけである.

それから長い時間をかけて民族間の反目の残りかすを

溶かしなカミら自治区の準備をやり選挙をやって

シンチャンウイグル

10月1目正式に新彊維吾爾自治区が成立した.

1955年

注6)東トルキスタン共和国の徹底的破壊をやったのは馬仲英軍閥

そのものだったので維吾爾族との共闘は容易だった

7)毛沢東現中国共産党主席の実弟ある記録によると実際に彼が

新彊に来たのは1933年よリ後とも考えられる

8)1936年当時犬退却戦(いわゆる大長征)をやっていた拷農赤

軍(後の人民解放揮)の1部は司令部の命令に勝手に違反した

張国寿将軍の中央司令部の名をかたって使った命令で新彊をめ

ざして進み2万の兵士が馬軍閥の攻撃によってほとんど全滅

した同将軍は現在台湾に居住

ユワンヤン

蓑揚さん

ここでもう1人女性の｢建設時代の遊撃隊員｣に登

場してもらおう.

1961年6月17目新彊のコングル･チュウビエ･タグ

(白い帽子の山7595rn)に登頂し女子登山高度の世界

ユリンヤン

記録を作った中国女子登山隊のリｰダｰ衰揚さん(当

時26歳現中国登山協会副主席)は北京地質学院の出

身である(第9図).

彼女はこういっている.｢私の専攻は鉱床調査です

からあらゆる天然資源を探しあてこれを祖国の社会主義建

設に役だてるのが私の願いです.私たちの祖国には山が多く

とくに西部には世界の屋根と呼ばれる山脈が幾重に

も横たわっています.こうした未踏査の空白地帯は私たち

若い世代が開発し征服するのを待っているのです･…｣.

､灘

⑯クラマイ汕岡の部(1955

年人民中国)�
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そして登山の成功について｢そのおもな原因はな

んといっても組織と集団のカにありますJと述べてい

クンイェンljン

る.前述の唐延齢鴛後述の彼女の請r新験生産建

設兵団｣｡これらは今日の申園のあらゆる繭にみら

れる興味深い例のようだ.さて彼女の仰閥花もの簾

中された石油資源の話に移る｡

石油

嵜苗ン掛μ夕事叩イ身一

石油の分布地域は準鴎爾盆地西部(克粒鶏依1塔

チョン帯ン払ヤン帯青其宙…累多事如ム繁;･唐ファン

城)･天山北部(馬納期1鳥蘇1鳥魯木斉1吐魯番)1

テンシャン寺軌μ嵐…タ苧知事聖ムシ母オチ里一

天山南部(温宿1庫車)1塔里木盆地磁部(渉車)の嬉地

歩箏晴イ享…

域にわけられる.現在開発中のものは克粒鶏依･鳥

スウク青甲イ

蘇の2油田でとくに産油量の多いのが克拉璃依油田で

ある.その東西の幅約40km南北130余km.推定

ユイメン

埋蔵量6～10億トンというもので玉門油田(中国第1

の産油冷田)のものよりも凝結点が20～30丁低く含

硫黄分もまた半分以下という品質の由.この油田の油

サイロン'{イ

徴カミ1940年頃維吾爾族の猟師察静白さんによって偶

シェンシｰツアイク井

然に発見されたのが始まりで前述の盛世才将軍や陶

時岳将軍がその一部を採油した程度で解放を迎えた.

刊g)

解放軍に対するヨノレバズとウスマンの叛乱が静まっ

た1950年の夏から中ソ合同地質調査隊によってまず

バイロンツイジュンガル

基礎的な地質調査が始められ白竜堆砂漠や準鴫爾砂漠

タクラマカン

それに広大な50万km2に及ぶ塔克拉ヨ焉干珍漢の地質に

ついても当時の｢建設時代の遊撃隊員｣は8回横断し

てデｰタを集めた.

ジュンガル

かくて1955年の夏7月準鴫爾珍漢のジンギス汗山

の南側1号井の掘進が始められそして同年10月29目

クラマイ

待ちに待った大噴油をみここに克粒璃依油田の再登場

と放つだ(第10図).クラ(黒い)･マイ(油)の名

に恥じないかのように.

トンシヤンツ1

狭山子精油所が建設拡大されて(第11図)1956年中

に噴油した10本の油井と1958年までに新たに自噴した22

本の油井からの産油を処理したけれども油井は北への

び精油能力とのバランスカミくずれてきたのでイライ

ラし祖カミら待ったのが蘭新線の半開通であった.1952

ランチョウハミト#ル7Tソ時ルムチウｰ異ウチンホｰ

年10月に蘭州一吟密一吐魯地山鳥魯木斉一鳥蘇一精河を

へてソ連のアクトガイｰアルマ1アタ市に結ぶ鉄道工事

カミ始漢っていたから､でも工事はまず砂漠との戦い

々されているようだが

さて現在どうしていることやら.

注9)ヨルハズ･ノ､ン(維吾爾族)とウスマン(蛤薩克族)の2人と

も民族分離主義者天山1』1脈にこもってr三区革命｣軍と闘っ

た後南東の阿爾金山にこもって今度は煎接新中国に反対

してあばれ回ったウスマンが同族の解放軍に殺されたのは皮

肉であるヨノレノ･ズはラサヘ逃げた後行方不明となった

万曲事情と眉油探査

1958年に北京で開かれた工業展に展示されたところ

ユイメンレンフｰ

によるとこの満目ヨは当時の中国4大油田(玉門･冷湖･

クラマイナンタイ

克粒ヨ焉依･南台)のユつとなっていた.ところが1964

ホウジヤンリン

年3月に中国石油工業省石油科学院の侯禅麟副院長

(1953年開校の北京石油学院創設者の1人)の述べた話で

は｢中国4大浦岡･5石油基地の時代は去り12油田･

8大石油基地に変わりつつある｣そうだ.新油田地域

ソン,イアオスサペ■チアンハンタイフ■フｰチヤンクワントンチアンシｰ

とし松遼･蘇北･江漢･太湖と福建･広東｡江西

シｰチャングｰヂン

･洞江の名がみえ1964年5月には大慶油田の名が公

ランチ目ウユィメン

表され精油コンビナｰトとしての名は蘭州･玉門

フｰシ点シチンシｰトンシヤンツｰマオミンシャンハイル_ク'

(第13図)･撫順･錦西･狭山子･茂名･上海･旅大が

あがっている.原油の産出量は1960年で550万トン

と公表したがその後は%でいうことにしたらしく

1963年の分は1962年の295%とのこと.とにかく増え

ていることはたしか.油母頁岩の方は割愛する｡石

炭液化も.とにかく石油埋蔵最は小粗くとも世界第3

轟

鱗一1議､'

灘

⑱1中ンシヤンツｰ糟拙砺(王§5豊嫌1り鰹殺i駒

(人民中国)

⑧砂漠1こ鍬遣をひく

(ランシン線の建設)

(中央公論)

⑱皿･イメ

ン精総砺(雌9)

(人民中国)�



漱

位で第2位に近づいているのだそうだ.

そこで中国で用いられつつある石油探査法について

のべる.通常の地質調査や地球物理探査1地化学探査

などはどこでも同じだから除外して｡

1つはもっとも原始的な方法で油徴の発見に人々

を動員したこと.これは人民公社の全国的な協力を得

て実に多くの情報を得た､何せ6億7500万人の人口

の1/10の人カミ調べ回ったとしても6750万人だから油徴

があれば見つかりもしよう.そこで｢建設時代の遊

ホウジヤンリン

撃隊員｣の出動というわけ.前記の侯祥麟氏のいう

｢60数カ所の有望な油田帯･数10の大ガス田の発見｣の

大きな根拠もここにあるというものだ.

もう1つの方法今度はもっとも近代的な方法である

核物理学･放射地球化学を応用した探査がある.飛行

機を用いあるいは自動車を利用して(第14図)詳し

い調査がされている.とくに試錐の効率を50%から75

%(4本に3本は石油にあたる)に高めたと称する2･

3の油田の場合携帯式試掘用中性子発生機･高感度放

射能測定器･電子計算機を組み合わせて活躍している.

その基になる原子炉(第15図)はこれもソ連の援助で

作ったから1960年7月にソ連の全技術者が突然かつ

一勢に引揚げてしまった後も仕事を進めることはでき

たに違いない.

ぶどう･小麦

中国の地勢は総じて西の方が高く東の方が低くな

チンハイ

っている.西の青海･チベット高原は海抜4000mをご

チュムラ〒

え世界で1番高V･所でそこに珠穆朗璃峰(工ペレス

シンチヤントウルファン

ト山)がある.ところが新彊の吐魯番盆地は中国で一

番低い所で海面下154則.しかも中国の最高温地で

48℃になることもあるとか.ここは鎌･石炭1石油に

恵まれているだけで粗くぶどうの名産地で干しぶど

う作りでも有名である(第16図).ぶどう酒のことが

わからないのは残念.果物といえば恰密のメ浜ンが

ある.今では血合密よりも鄭善の万カ§多産しているが

かつて三蔵法師が伊吾国で珍しい瓜を食べたのはこの

恰密のことであり高昌国でうまい果物を得たというの

1･1";･箏7ン

は吐魯番のぶどうのことだという.農業の状況を推察

できるよう火屋人民公社(りコンバインを紹介したが

素イ帝ン･吾一

棉花と小麦の生産額は毎年のことながら内蒙古1チベ

争}･ハ4亭ンナン

ット｡青海1雲南σ)各省を合せたよりも多いとのことで

ある.

砂漠に挑む

農業の発巌に力あった砂漠の改造への苦心をお伝えず

7ク貝ウ

ると話は1949年の暮の阿克蘇にさかのぼる.

クンルン

当時昆轟山脈の麓に残る国民党軍をうつべく集結し

ホ■クン

た解放軍第15兵団に属する1万の兵士.目ざす私闘ま

で500km余り.彼らはやがて馬を頼りに砂と戦いなが

ら17日間の強行軍をやったが彼らはこの荒涼たる

砂漠にも強大な生命カガミ埋もれていることに気づいた.

クオ

この辺の事庸をその時の1兵士である郭鵬は｢解放

軍文芸｣にこう書いてv'る.

ク"ム

｢…･人々の熱血はたぎってきた塔里木には水もあれば土

地もあるどうして開発せずにおこうかそれが毒なれば

われわれは竜に乗ろう…･それが金剛石で作ったトｰチカ

であろうとわれわれは必ず占領してみせるその時わ

ク叩ム

れわれは塔里木開発の決心を固めた｣

シンチヤン

彼らは願いかなって1955年｢新彊生産建設兵団農1

ク}ムククラ7カン

師｣として塔里木の塔克粒璃干砂漠に配置された.そ

してユ960年までに60万ヘクタｰルの砂漠を緑の作地に

変え(第ユ7図･第18図).102の大型機械化農場を作

ってしまった.1万km以上の水路によって塩を洗い

流しながら｡次々に若首たもが続いた｡北京から上

海から南京からと,それで農黛師13師と誕生した､

これで少数鼠族も奮起し各人氏公社の砂漠征伐が

始まったのである.日本の屯蘭兵に似ているがより

組織的で嬢目的いわゆる人激戦術グ)妙と扱ると独特

嚢

⑱機物灘箏繍雛癒箪(命湊

餌)ソ連郷)

⑱至§§ア率…こ建議1された

7,Oookwの重水型原子炉�
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⑮トウルフプン盆地のふと畑

のものだ.

新興都市の誕生

こういった調子で新しい町が次々に生まれてきた.

スｰポｰズクラ『'イ

いわく人口7万の工業都市石河子石油都市克粒ヨ焉依

チオ=ンチヤン#ラルチｰ方式レスウ

製鉄都市鉄工廠農業基地阿粒爾吉や克克孜蘇鉄･石

キムサル

炭都市吉木薩爾荏ど恋と.でもサイプデン主席はいう.

｢少なくとももう1000万人の人口カミほしい｣.中国

全土の1/6の面積(ドイツ･フランス･イタリアを合わせ

た広さ)に目下約700万人では資源も泣こうというも

のだ.今からの土地である.蘭新線の活動に加えて

パｰチンウルムチアルクイカシ里クｰチョンイ'

北京一島魯木斉幹線空路に阿勒泰･喀什･塔城･伊

ニンホ'タンクラマイハミト育ルフ丁ン

寧･和閲･克粒ヨ焉依･恰密･吐魯番だとの飛行場が利用

されて東部平野諸省との結びつきもますます強くな

ると予想できる(第19図).

塩の原

新彊の誇る一場合によっては困る一資源の1つに

塩がある.砂漢につきものの岩塩･湖塩･泥塩それ

に石油と関連する井塩である.地図にも｢塩池.j｢乾

塩池｣と読んだだけでも塩辛く感ずる名があちこちに

みられる.化学工業原料に不足はないけれどもこの

化学的な利用となるとあげて今後にありといったとこ

ヌｰボｰズウルムチ

ろ.石河子や鳥魯木斉に化学工場の建設が噂されてい

る程度だから.それとも知らぬは私はかり怒りか.

目ウラン

古都楼蘭の眠る塩の砂漠げに新彊は塩の国である.

ツエｰンシャンハイ

この新彊には宝石も産しおもなものは都善とチ=1三

チョンウルムチツニｰソシヤンクリンクンホｰ

城の水晶鳥魯木斉の碧玉鄭善のめのうと干闘･和

クン

閥の玉である.阿片から国民を救うために戦ったか

,ンツェシュウル上チ

の英雄林削除も流刑の地鳥魯木斉でこの碧玉を楽しん

だと伝えられている.彼が生きていたら新彊最大の

中ルムチ

鳥魯木斉陶磁器工場の美しい陶磁器そしてその工場

が1963年から売り出したいろいろなガラス製品をも愛し

たことであろう.

非鉄金属

この開発は余り進んでいるとはいえない.目下生

アルタイ

産しているのは阿爾泰山脈の金銀鉱でその代表的

アルタイチョンクｰチ…1ソ

な産地は阿爾泰城地域および塔城地域である.毎目新

聞がその経済欄で｢中国は予想外に多くの金を保有

してv･る｣と例をあげなカミら説明してv･だがこの鉱床

'{ミｰ'レプｰ

区も1役買ってるようだ.また巴米爾高原の金(蒲

田クンルン

翠)･銀･銅･鉛･亜鉛･水銀･石綿それに毘諸山麓

丁ルチン

のタングステン･モリブデン阿爾金山

脈北側の鉛･亜鉛･石膏などでその中

でも古生層･中生層中の金･銀･銅･鉛

･亜鉛と硫化鉄を生産し始めた(1958年)

ウ'チヤオアトス

鳥恰県地方が中心で阿図什冶金工場

ウ'チヤオクンルン

鳥恰精錬所が盛んに活動し毘蕎モリブ

デン鉱床の規模もきわめて大きいと発表

されすでに冶金工場の建殻に入った細｡

｢地質学報Jにも場所を細る率がかりが

⑰タジム級地的鰯鵜1ζをllぐむ新藤の姥嬢鐘穀嬢醐

⑱タリム盆地の棉花の山

⑲アルタイ

飛行場(人民中国)�



一53一

テンシャン

得られ削･がいずれ公表されることであろう.天山

山脈の資源はソ連側からおして考えるとタングステン

･モリブデン鉱脈に富んでいる筈であるし金鉱も豊か

な筈である.交代鉱床もまた少なくないと推定する｡

もう少し検討してみよう.なおアノレミニウムや硫裁

の生産報告があるがこれまた産地はわからない｡

学校と病院

中国政府が未開の土地に対しずく手をつけるのは

1に病院2に学校3に託児所･協同組合といわれる

位に病院も学校も新彊にたくさんできている.病院

は新彊でとくに性病関係と産院の建設から始まった｡

というのは解放当時の性病患者は全人口の50%前後花

ったし遊牧民は習慣としてお産を草の上でやりしか

もペソの緒を汚れた茶椀のかけらで切るので出生児の

死亡率が実に60%をこえていたのだ.だから産院をい

たる所に作ったし衛生思想の普及と医師看護帰の養成

ハザツク

も急がれた.恰薩克族に例をとると1949年10月に姦

万だったのが1959年には1ユ万になっている.性病も

ウルムチ

ほとんど退治し得たという.学校は省都鳥魯木斉市

の新彊総合大学(8学部学生数20004年制1950牢

開校)･八･一農業大学･外語短大･鉱山冶金大学(3

年制)･農牧技術短大･林業技術短大･看護学院と新彊

医科大学と付属病院それに各人民公社の技術業余学校

と工場の業余大学(週2目と名残りの目の夜を使う2年

制大学)加えて各県営の短大と様々のものカミ教育

〔付録〕日中関

中国語1本語1中国語1本語1中国語1

算1ソ略油);ガ叢

錦アンチモン錯クロｰム鼓璃

錐トリウム銚蒼鉛1料器

銘(鈷石)1金剛石砿苗露頭磯監)

鉄銭砿層鉱層1長石

釧モリブデン1油汽天然ガス1云母

�

錫アル!-l!1燐(緋)燐1剛玉

禾(水銀)水銀菱苦土マグネサイト1断辰

巾

銭.マグネシウムi;鉄沙砂鉄地縫几

鶴タングステン.輪換鉱床交代鉱床!緑r

鍾(鍾錠)ラヂウム帆石明饗肩1仰

錬(白銅)ニッケル11鍋土砿≡ボｰキサイト,醐

鍍ベリリウム'錯コバルト1海溝

錯質カルシウム輪郭水循環水棲カ

に資している,

し終生の愛庸を誓うしるしだから曲買求ではさし

ずめ｢サンザンク潟一する｣ということか｡

ゆ

では解放前の轟◎0人から現在は3⑪万人をご定

たという｢建設時代の遊撃隊員｣の活躍を同じ地質関

係者の1人として期待し放がら新彊あれこれを閉じる.

謹10)1952年207隊19,396人1956年762組165,767人

(筆者は鉱床部)

係用語対称表

1本語i中国語

ニニ;峨

ガラス1冨井)

ガラス器:地売

花開岩大附

長石1強開

雲母水門灯

コランダム水庫

断層公尺

割れ目公分

塩素公庁

砒素公里

塩水湖公宙

砂浜化分

核エネルギr避化

1本語j1中国語11本語

試錐

竪坑

鉱石

地殻

大陸

ジュラルミン

セメント

ダム

メｰトル

グラム

センチメｰトル

キ1]グラム

キ1]メｰトル

アｰル

化学分析

進化

緑肥

若水

錘射綾

勘探

煉焦炉

キ率

流質(液)

吉普車

焦炭(媒)

腋巻九

媒r

鹸性

窒素肥料

硬水

ラヂウム放射線

地質探査

コｰクス炉

トラック

液体

ジｰプ

コｰクス

フィルム

項炭ガス

アルカリ性

11鴛泣出!票二算所

廻旋加速1

器サイクロトン�


