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 １.熱帯雨林から氷河のかかる横断山脈、三川併流他幾筋ものアジア
の大河が流れ下る雲南の地理と極めて多様な気候と植生について

 2.中国で最も多い25の少数民族の言語、地域系統そして生活、文化
と歴史 歌垣、民族舞踊

 3.水田、畑作農業、茶栽培、タバコ、バナナ栽培、ゴム採取等の農業
 や産業

 4.有史以前からの歴史、対ミャンマー、タイ、中国等周辺国との歴史
 茶馬古道、西南ルート
 辛亥革命、日中戦争から現代までの歴史

 5.最近の驚異的な発展高速道路、高速鉄道、パイプライン等の開発
 計画中国の対インドシナ、対インド洋の戦略拠点


概要



 面積 394,100㎢ (日本 378,000 ㎢)

 緯度 21 ～29°(台湾南端～奄美大島相当)

 経度 E98～106 °(北京は116 °)

 人口 4,659万人(2012年)

 高度 300-500m～ 6,740m(梅里雪山) 

 気温(昆明) max16～23℃ min3～16℃ 常春の街

 (景洪) 25～33℃ 11～22℃

 雨量(昆明)～200mm/月

 (景洪)～250mm /月

地理および自然



地理

インド亜大陸とユーラシア

への衝突と潜り込み

4,000-5,000万年前

ヒヤラヤ山脈、横断山脈

チベット高原、三川併流

モンスーン気候の惹起と

チベットの乾燥、寒冷化

北高南低の地勢

地質 全般に赤いﾗﾃﾗｲﾄ

東部～貴州は石灰岩 石林

植生 世界で最も豊富な種資源

ﾎｯﾄﾎﾟｲﾝﾄ



ヒマラヤ造山活動

 ゴンドアナ大陸からインド亜大陸が分離、漂流、

ユーラシア大陸への衝突、潜りこみ ４,０００～５０００万年前

⇒ヒマラヤ山脈、カラコルム山脈、ヒンズークシュ山脈、

横断山脈、チベツト高原、三川他の併流

⇒東アジアのモンスーン気候惹起

Himalayas

India             Tibet

https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html

https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html


雲南省の少数民族



 全25の少数民族分布地図

雲南省の少数民族

http://blog.livedoor.jp/touxia/archives/51146239.html



少数民族の言語系統

漢・チベット語族
漢語群 漢、回、満、
チベット・ビルマ語群
チベット語系 チベツト
チャン語系 チャン
イ語系 イ、リス、ハニ、ラフ、

ジノー、 (ヌー)ロロ、ヌス
ノン語系 トールン、アノン、アロン
ペー語系 ペー
ビルマ語系 アチャン
ジンポー語系 ジンポー

オーストロアジア語族
モン・クメール語群
ワ・ドアン語系 ワ、ドアン
プーラン語系 プーラン

ミャオ・ヤオ語群
ミャオ語系 ミャオ
ヤオ語系 ヤオ
トン・タイ語群
チワン・タイ語系 チワン、タイ、プイ
トン・スイ語系 スイ



少数民族の居住地

有力民族が

低地、平地を支配

水田耕作

非力民族は山地や

狭小渓谷へ

段々水田、トウモロコシ

茶、ゴム、バナナ、

タバコ栽培



 種類別生産高(万トン/年)( ２０１２年)
緑茶(加熱、非発酵)                                            １１８
青茶(ｳｰﾛﾝ、弱発酵後加熱) ２１．５
紅茶(発酵)                                                                １８
黒茶(ﾌﾟｰｱﾙ他、麹発酵、or経時熟成)          １７．２
白茶(産毛葉、弱加熱) ０．９８
黄茶(低温加熱、弱発酵) ０．２０
全生産高(２０１３年) １９３ (１,１０６億元２０１３年)

２２７ (１，５１９憶元２０１５年)
主要生産地(万トン/年)                       参考
貴州省 ４．１ 日本の生産高 ８.４万トン/年
雲南省 ３．５ 日本の栽培面積 ４．５万ha ２０１４年
福建省 ２．３
湖北省 １．５８

全国栽培面積 ２８８万ha

中国茶の生産



旧石器時代 元謀原人(１７０万年前) 北京原人は７５万年前
新石器時代 大理、元謀、昆明地域で石器等の遺跡
(中国の前漢代) 西南夷
滇国 昆明市周辺 石寨山遺跡 青銅器

滇王之印(BC１０９年武帝が下賜)
参考 漢倭奴国王之印(後漢光武帝BC６～AD５７)

貯貝器など(雲南省博物館)

 きん

き

歴史



大月氏から帰った張騫 武帝に蜀－身毒(インド)ルート(南西ルート)の存
在を報告 武帝は王然于を滇国に派遣 昆明に抵抗されて失敗

司馬遷 BC１１１年 巴蜀から滇国(現昆明市周辺)、昆明(大理)へ

(後漢、三国時代)

２２５年 蜀の諸葛孔明南征

孟獲らが反抗 七縦七檎

少数民族(ジノー族)に残る

孔明伝説

(唐代) 南詔国(７３８－９０２年) 烏蕃系

(宋代) 大理国(９３８－１２５３年)

白蕃系段氏

(元代) モンゴル族侵入 梁王家

銀採掘

歴史



(明代) 洪武帝 直接支配をめざす 沐英軍 屯田

漢族の大量流入 ヒスイや銀の採掘目的

タイ系ムン(盆地、都市)連合国家成立 明、タイ、ビルマに貢納

(ムン 地名の 勐、孟、芒、(ﾐｬﾝﾏｰｼｬﾝ州のmon)に残る)

(清代) 清の呉三桂雲南に侵攻 支配

そして三藩の乱で鎮圧される

間接支配から直接支配に イ族の反乱、ミャオ族反乱

漢族の大量流入続く トウモロコシ、甘藷、木綿、タバコ

回族の反乱 抗清反乱(１８５３－１８７２年)

ビルマのコンバウン朝の興起と清敗退

フランス、イギリスの進出

歴史



(中華民国)

辛亥革命(１９０６年) 雲南は革命の拠点のひとつ 半独立国

多くの雲南陸軍軍学校の教員や軍指導者(李根源、唐継堯、

李烈鈞、羅佩金他計２４名)が日本陸軍士官学校留学者

日中戦争(１９３７－４５年) 雲南省主席 龍雲(イ族)

インド・ビルマ→雲南の援蒋ルート

ビルマ公路、レド(ｱｯｻﾑ)公路、インド空路開設

日本軍による遮断作戦 ビルマ、雲南進攻

１９４４年インパール作戦(日本軍約２６千人戦死)

１９４４年拉孟、騰越、龍陵会戦 (日本軍約４，０００人が全滅)

中国軍 J.ｽﾃｨﾙｳｪﾙ米大将

歴史



(中華人民共和国)

赤軍長征 1934-1936 江西省瑞金～貴州省遵義～雲南省～

四川省大渡河濾定橋～小金県～山西省延安

国民党政府軍や地方軍閥との戦いで

戦力10万人がわずか数千人になる

距離 12,500km逃亡行

１９４９年中華人民共和国成立

１９４９年雲南省(主席 盧漢(イ族)) 中華人民共和国に帰属

２０１６年８月２８日－省長、省主席 陳豪

歴史



中国全体 対全中国%
人口 ４,７４２万人 ３．４
域内総生産(GDP)   １３,７１８億元 ６７６,７０８億元 ２．０
対前年比 8.7%増 6.9%増
第１次産業15.0% 第２次産業 40.0% 第３次産業 45.0% 

一人当たりGRP             ２９,０１５元 ４９,３５１元 ５８．７

輸出入総額 ２４５億ドル ３９,４５５億ドル

参考 日本の国内総生産(GDP) ４,９９２,１１０億円
一人当たりGDP                       ４１９万円

元ﾃﾞｰﾀ 2015年雲南省国民経済・社会発展統計公報

社会、経済



地政学的位置 インドシナ半島諸国と隣接
ミャンマーを経てインド洋に近い
➡中国南地域の対外開放の拠点

大メコン河流域(GMS)開発計画 (アジア開発銀行当時黒田総裁)
２００７年５月昆明で開催(中国、ｶﾝﾎﾞｼﾞｬ、ﾗｵｽ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾀｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ各首相出席)

貿易投資円滑化戦略実践行動枠組み(SFA-TFI)を批准

輸送インフラ整備
昆明長水国際空港開港(2012.6.28)

鉄道 昆明市地下鉄建設一部開通
上海－昆明高速鉄道開通(2,252km)(2016.12.28)

パンアジア鉄道東部線(昆明－河口 399km)、

中央線((昆明)玉渓－磨憨599km)(2015.8着工、2016年下期完成予定)
ラオス側(ボーテン－ビエンチャン間も2016年着工済)

西部線(昆明－瑞麗) 中－タイ鉄道

アジアハイウェー 昆明－ﾊﾉｲ、昆明－ﾊﾞﾝｺｸ、ﾗｵｽ－ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ、
昆明－ﾏﾝﾀﾞﾚｰ－ﾔﾝｺﾞﾝ

パイプライン(石油、ガス) 雲南－ﾐｬﾝﾏｰ ﾁｬｵﾋﾟｰ、ﾐｬﾝﾏｰ縦断

開発計画



村松一弥氏著 中国の少数民族
ーその歴史と文化および概況 毎日新聞 1973

鳥居龍蔵著 中国の少数民族地帯をゆく 朝日選書162 1980
NHK取材班 中国の秘境を行く 雲南・少数民族の天地 日本放送出版

協会 1985
F.キングトン・ウォード 植物巡礼 ﾌﾟﾗﾝﾄ・ﾊﾝﾀｰの回想 岩波文庫

青478-1 1999
宍戸茂氏著 西南シルクロード紀行 朝日新聞社 2009
高野秀行氏著 西南シルクロードは密林に消える

講談社文庫 2009
小林尚礼氏著 梅里雪山 １７人の友を探して 山と渓谷社 2009

前田栄三氏著 雲南の山地少数民族の村々を訪ねて ２００８年秋

ヒマラヤ学誌 No11,222-231,2010
川野明正氏著 雲南の歴史 アジア十字路に工作する多民族世界

白帝社 2013
地球の歩き方 2016-17成都 九寨溝 麗江 ダイヤモント社 2015

参考書など



メンバー

(日本側) (中国側)

井上義一 世話人 尹紹亭 雲南大学名誉教授

岩脇康一 世話人

遠藤州 世話人 村上めぐみ 通訳

岡邦俊 黎寧 通訳

清水信吉 副団長 石静 助手

田原健司 王晶 助手

成田耕治 蔡 運転手

長谷川信美 団長

速水宏

前田栄三 世話人代表

計１６名

第１２回雲南ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ
２０１６年１０月２７日－１１月７日



第１２回雲南ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ
日程および

 コース

①日本～上海～昆明

②～景洪 瀾滄江

③～景邁 天然古茶

④～南糯米山ﾊﾆ族～景洪

⑤⇔原始植物園

⑥～熱帯植物園～易武茶

茶馬古道

⑦～望天樹景区～勐腊

⑧勐腊⇔磨憨 ﾗｵｽ国境

⑨～基諾山ｼﾞﾉｰ族～普洱

博物館

⑩～玉渓美術館

⑪～昆明民族舞踊

⑫～上海～日本



第12回雲南フィールドワーク
写真アルバム



西双版納(シーサンバンナ) 景洪(ジンホン)の町



景洪の宿舎近くのレストランで



西双版納大金塔



瀾滄江クルーズと西双版納大橋



瀾滄江クルーズと西双版納大橋



西双版納大金塔と夜市



景邁景観保存地区プーラン族村落



景邁景観保存地区布朗(プーラン)族村落



布朗(プーラン)族の女性



布朗(プーラン)族村落の寺



布朗(プーラン)族伝説
茶祖 帕哎冷(パアイレン)他



布朗(プーラン)族の普洱(プーアル)茶



景邁景観保存地区布朗(プーラン)族村落



南糯山ハニ(アイニ)族の女性の合唱



勐海近くの辺境防衛検査場



原始森林公園



水掛け祭りのショー



花腰タイ族の踊り



孔雀 池の上を群れで飛翔させる



茶馬古道の始点、易武の客桟



茶馬古道(雲南からチベット)の地図



易武の茶馬古道



バナナ畑とゴム園



望天樹景区



望天樹景区 空中廊下



中国－ラオス国境管理事務所



国境の町磨憨の土産市場 漢方薬の店



基諾(ジノー)族の家屋(タイ族と類似)



基諾(ジノー)族の家屋(タイ族と類似)



基諾(ジノー)族の女性と子供



基諾(ジノー)族の接待料理



基諾(ジノー)族の水タバコ喫煙風景



無形文化財指定元村長の演奏



景洪～磨憨間はアジアハイウェー工事が進む



雲南芸術劇院でのヤン・リーピン舞踊団の雲南映象
カーテンコール



ヤン・リーピン舞踊団の雲南映象
カーテンコール 花腰イ族の舞踊



ヤン・リーピン舞踊団の雲南映象
プリマはリーピンの後継者 ヤン・ウー



梅里雪山(6740m) 未踏峰

三江併流地区の氷河をめぐらす高峰、

聖山

1991年１月日(AACK)中合同登山隊が雪
崩で遭難 死亡行方不明計１７名

小林尚礼氏著 「１７人の友を探して」

麗江

中国国内で最も人気のある美しい観光地

雲南省北西部 梅里雪山、麗江の写真アルバム



奔子欄近くの金沙江大湾
対岸は四川省



梅里雪山の最高峰カワカブ峰
6,740m



第２峰 メツモ峰(2052m)



梅里雪山の最高峰カワカブ峰
6,740m



瀾滄江と東岸の集落



明永谷と
カワカブ峰
手前右から左へ
瀾滄江が流れて

いる



梅里雪山の最高峰カワカブ峰
6,740m



第２峰 メツモ峰(2052m)



南東側の雨崩(ｳｰﾎﾝ)村からの梅里雪山



ヨーロッパアルプスにも似た山系の山並み



キボタンの野生種
Paeonia lutea Delav.ex Franch.



金沙江が狭まり奔流となる虎跳峡



麗江の街並み



玉龍雪山と麗江の街並み



ラマ教寺院松賛林寺
香格里拉(ｼｬﾝｸﾞﾘﾗ郊外)



中村保氏著 深い浸食の国 山と渓谷社 2000

ヒマラヤの東地図の空白部を行く

小林尚礼氏著 １７人の友を探して 山と渓谷社 2011

地球の歩き方 2016-17成都 九寨溝 麗江 ダイヤモンド社
2015 

参考書など



雲南省東部は東隣の貴州省と
同じく石灰岩地帯

石林 剣山状の石灰岩群が広
がる観光地

羅平 一面の菜の花畑が広が
る

元陽 南の新街鎮周辺の膨大
なハニ族の棚田群が見もの

雲南省東部 石林 石灰岩、羅平菜の花畑、
元陽棚田写真アルバム



石林を案内するイ族の女性



羅平 金鶏峰の菜の花畑
突兀とした石灰岩の山



羅平 金鶏峰の菜の花畑
突兀とした石灰岩の山



羅平 金鶏峰の菜の花畑
突兀とした石灰岩の山



羅平 牛街螺丝田の菜の花畑



羅平近くの九龍瀑布群で会った
プイ族の女性



元陽 壩達(ﾊﾞﾀﾞ)の棚田
ハニ族が住む



元陽 壩達(ﾊﾞﾀﾞ)の棚田



元陽 老虎嘴棚田



Google Mapで見た元陽壩達(ﾊﾞﾀﾞ)の棚田



地球の歩き方 2016-17成都 九寨溝 麗江 ダイヤモンド社 2015 

参考書など



四川省西部 四姑娘山と周辺
写真アルバム

 特長
横断山脈の高峰群
アルペン的景色
豊富な植物種

チベツト族の暮らし

九寨溝
臥龍 パンダ保護区

三星堆遺跡 BC5000-
2000年の長江文化
都江堰 BC３世紀の
世界最古の水利施設

赤軍長征史跡



貢嘎(ﾐﾆｬ・ｺﾝｶﾞｰ)山群の金龍山



海螺溝氷河から見た貢嘎(ﾐﾆｬ・ｺﾝｶﾞｰ)山(7,556m)
1981年 北海道岳連8名の墜落死阿部幹雄氏生還

1982年市川山岳隊遭難松田宏也隊員の”奇跡の生還”



赤軍大長征遺跡 大渡河 濾定橋
1935年 銃弾の中２２名の決死隊が渡橋 「飛奪濾定橋」



丹巴の南、塔公村のラマ教の寺
塔公(タゴン)寺



丹巴の南、塔公村のラマ教の寺
塔公(タゴン)寺



四川省西部、チベツト族街丹巴と大渡河
付近は美人谷と呼ばれる



急斜面に建つチベツト族の住宅



丹巴周辺に多い監視塔碉(ｼﾞｱｵ)
2000年前の漢代に始まる



四姑娘(ｽｰｸｰﾆｬﾝ)山(6,250)
1981年同志社大隊が初登頂



巴朗山峠から見た
四姑娘(ｽｰｸｰﾆｬﾝ)山方面



ベニバナヤマシャクヤク
葉が細く掌状になっている



チベットアツモリソウ(ラン科)
Cyperipedium tibeticum King ex Rolfe



赤花のケシ(ケシ科)
Meconopsispunicea Maxim.



黄色いケシ(ケシ科)
Meconopsis integrifolia (Maxim.)Franch



青いケシ(ケシ科)
Meconopsis delavayi



青いサクラソウ(ｻｸﾗｿｳ科)
Primula deflexa Duthie.



赤いサクラソウ(ｻｸﾗｿｳ科)
Primula secundiflora Franch.



ダイオウ(タデ科)
Rheum alexandrae Batal. 薬草として珍重される



不明の花
(サクラソウ科? キョウチクトウ科?)



四川省奥地で見かけた花



NHK取材班 中国の秘境を行く 雲南・少数民族の天地

日本放送出版協会 1985

中村保氏著 深い浸食の国 ヒマラヤの東地図の空白部を行く

山と渓谷社 2000

阿部幹雄氏著 生と死のミニャ・コンガ 山と渓谷社 2000

松田宏也氏著 ミニャ・コンカ奇跡の生還 山と渓谷社 2001

大川健三氏著 蜀山女紳 四川出版集団四川美術出版社 2002

(氏は四姑娘山国家級自然保護区管理局顧問)

地球地理紀行編集チーム 地球地理紀行 四川大図鑑vol.18 2004

地球の歩き方 2016-17成都 九寨溝 麗江 ダイヤモンド社 2015

参考書など


