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高地における家畜化と家畜利用
―アンデスとヒマラヤの遺伝学研究―

川本　芳

はじめに
　現代人はアフリカを起源として 10万年に満た
ない短い時間で拡大し多様な環境に適応したと考
えられている。生物学的にみると、多様な環境へ
適応するには遺伝的な変化を伴い、その基盤には
個体の遺伝的多様性があるというのが一般的な考
え方である。分子生物学や進化生物学の発展によ
り、生物としての人間、つまりヒトの特徴がさま
ざまな形で調査されてきた。ヒトに近縁な霊長類
との比較研究から興味深い知見が報告されてい
る。図 1はミトコンドリア DNA（mtDNA）にみ
られる系統関係をヒトと大型類人猿（チンパン
ジー、ゴリラ、オランウータン）で比べた結果で
ある。この図には個体による遺伝子の違いが示さ
れており、分子系統関係だけでなく個々の種がも
つ遺伝的多様性も読み取れる 1）。この研究では、

世界各地を代表する 811個体の現代人と 1個体の
ネアンデルタール人と多数の野生類人猿が比べら
れており、種による遺伝的多様性の違いがわかり
やすい。図 1から明らかなようにヒトでは類人猿
より遺伝子の多様性が低い。同じような結果は
mtDNA以外の遺伝子でも明らかになっている 2）。
　現代人は高地を含むさまざまな環境で生活して
いる。しかし遺伝学研究は、霊長類としてみたヒ
トは環境適応に相応すべき遺伝子変化が乏しいこ
とを示唆している。アフリカやアジアの熱帯林で、
いまや絶滅が心配されるほど少なくなっている類
人猿たちの方が、生息地域が狭いにもかかわらず、
遺伝子で大きな個体差を示すのである。この際
立った違いについては、ヒトが霊長類として例外
的と見るべきであろう。ヒトの適応は言語発達に
よる非遺伝的伝達を介した文化的適応に依るとこ
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　現代人はアフリカを起源地として進化的に短時間で拡大し多様な環境に適応しているため、類人猿
にくらべ遺伝的多様性が少ない霊長類である。遺伝子におけるヒトの地域差は身体特徴や文化の違い
とは対照的に少なく、多様な環境への適応は、自分たちを環境に合わせる遺伝子適応より環境を自分
たちに都合良く改変する言語発達による非遺伝的伝達（文化）に支えられたところが大きいと考えら
れる。しかし、一方でゲノムの一部では新規環境へ適応する際に、短期間で選択がかかり遺伝子改変
が進んだことも考えられる。高地の低酸素環境やデンプン質食物の消化能力に関わる地域差は、ゲノ
ム中では比率的に少ないものの、こうした遺伝的改変を伴う適応の例だと考えられる。
　高地における現代人祖先の重要な生活環境改変のひとつに、高地の野生動物の家畜化とその利用が
ある。アンデスとヒマラヤの高地では、おのおのにユニークな家畜が生じ、高地民に必須の動物資源
として生活を支えている。アンデスではラクダ科のグアナコやビクーニャからリャマやアルパカが家
畜化され、搾乳を伴わない利用がみられる。野生種や家畜種の間に生殖隔離がなく、高地で同所的に
分布し自然および人為的に交雑する能力がある。家畜化起源については、単系説と多系説があり、遺
伝学や考古学の研究から現在検証が進んでいる。
　ネパール・ヒマラヤではチベット由来のヤクを在来牛と交雑利用している。ソル・クンブーでの遺
伝学調査により、伝統的に厳密な家畜繁殖管理がつづいていると推測された。ブータン・ヒマラヤで
はヤク利用のほかに、インドのアルナーチャルプラデシュから導入したミタンと在来牛の交雑利用が
ある。その繁殖システムには戻し交雑においてネパール・ヒマラヤに共通する家畜認識があり、それ
が原因でミタンと在来牛間に遺伝子流動が生じている可能性が考えられる。その実態につき遺伝学的
および人類学的調査を進める計画でいる。
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ろが大きく、自分を環境に合わせるより環境を自
分に合わせた適応だと考えられる 3）。
　身体特徴などではヒトにも顕著な地域差があ
り、その基盤には遺伝的な違いがある。遺伝情報
の総体を意味するゲノムの研究が進み、ヒトの遺
伝子に記された生物としての基本設計が明らかに
なってきた。さらに、遺伝情報の個体差が詳細に
比較できるようになり、地域や集団による遺伝子
の違いに注目が向けられるようになってきた。高
地の低酸素環境 4）やデンプン質食物の消化能力 5）

に関わる地域差は、遺伝的改変を伴う適応の例だ
と考えられる。
　多様な環境へのヒトの適応は文化の多様性を基
盤にしており、家畜や栽培植物を生んだドメス
ティケーションもその文化的多様性を象徴する行
為と考えられる。現代人祖先の重要な生活環境改
変のひとつに、高地における野生動物の家畜化が
ある。アンデスとヒマラヤの高地では、それぞれ
にユニークな家畜が作られ、高地民に必須の動物
資源として生活を支えてきた 6,7）。本稿では、ア
ンデスとヒマラヤにおける家畜化と家畜利用に関
する遺伝学研究について紹介する。

高地における家畜化
　Diamond 8）は 20世紀までに家畜化された 100
ポンド以上の体重がある草食哺乳類を「メジャー
な 5種」（ヒツジ、ヤギ、ウシ、ブタ、ウマ）と「マ
イナーな 9種」（リャマ／アルパカ、ヒトコブラ

クダ、フタコブラクダ、ロバ、トナカイ、スイギュ
ウ、ヤク、バリウシ、ミタン［ガヤル］）に分類
した。これらの家畜の起源に関しては議論が続い
ているが、家畜化の主要センターと考えられる場
所を図 2に示した。この図から家畜化が起きた拠
点を大陸別に見ると、Diamondが挙げた 14種の
うち実に 13種は北アフリカを含むユーラシアが
起源で、アフリカのサハラ砂漠以南にはこうした
家畜化センターがひとつもない。例外は南米大陸
で、そこではリャマとアルパカが家畜化されてい
る。つまり、現代人の拡大と多様な環境への定着
に伴って起きた家畜化の多くはユーラシアで進
み、拡大の末にこの営みの中心から外れた南米で
ラクダ科動物の家畜化が起きている。
　遺伝子を利用した家畜化に関する研究は近年大
きく発展した。野生原種や品種の遺伝子多様性な
らびに分子系統関係をもとに、系統地理

（phylogeography）と呼ぶ遺伝子系統の地理的分布
を支配する原因とその過程に関する調査が行われ
ている 9）。これらの研究から動物種による家畜化
の差違が議論されている。
　家畜の系統地理研究では mtDNAがよく調査さ
れている。mtDNAはその進化速度（突然変異の蓄
積速度）が大きいので、家畜化の歴史のように生
物の変化としては短い時間でも系統関係を調べる
のに便利な遺伝子標識である。しかし、この遺伝
子は母から子にしか伝わらないため、交雑の影響
がある場合には結果の解釈が簡単にはゆかない。

図 1　ヒトと類人猿の mtDNA 変異の比較 1）。塩基配列にみられる個体変異をもとに系統関係
と多様性をまとめた結果。試料数は現代人が811、ネアンデルタール人が1、チンパンジー
が計 291、ボノボが 24、ゴリラが計 26、オランウータンが 3。
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　実際のところ、交雑の影響は家畜における遺伝
子分布の重要な支配要因のひとつで、家畜そのも
のが交雑起源という場合もある。家畜化後の野生
種との接触が重要になる場合もあり、人間が繁殖
を管理する家畜では、改良の際に異なる特徴をも
つ動物を交配する方法（交雑）が利用されてきた。
こうした改良には、品種間の交雑だけでなく、交
配可能な野生種や再野生化した家畜との交雑も知
られている 10）。改良における交雑の意義について
考えるなら、初期の家畜化だけでなく、その後の
改良を含めて考えることが必要である。人間が利
用する家畜資源の多様性は、交雑を利用して増や
せるものであり、野生種との交雑を介した遺伝的
改良が意図的に進められてきた場合が無視できな
い。こうした例はウシ、ヤギ、ヒツジ、スイギュ
ウのように歩く食糧貯蔵庫（walking larders）の性
格をもつ家畜や、イヌのように食用でなくても人
手で動き交雑する可能性の強い家畜で考えやす
い。
　高地を定住地として衣食住を満たすには、低地
と違う環境を克服し自らの生存に都合よく利用す
る必要があったはずである。高地民による家畜化
を考える場合、ユーラシアではチベット、そして
南米ではアンデスの高地民の例が特筆される。チ
ベット周辺の高地ではウシ科のヤクが家畜化さ
れ、ネパールやブータンの山岳民は家畜化したヤ
クを在来牛と交雑利用している。一方、アンデス
高地ではラクダ科動物が家畜化され、リャマやア
ルパカが利用されている。これらの家畜はもとも
と高地環境に適応している野生動物から家畜化さ
れ、高地民の生活に必須の生物資源として育成・
繁殖されてきた。高地文明の成立や高地での生活

には、これら家畜を安定的に供給し利用できる社
会システムや管理技術の構築が重要であったこと
は疑いがない。以下では、これら地域での家畜化
に関する遺伝学研究の現状を紹介する。

アンデスにおけるラクダ科動物の家畜化
　アンデスではラクダ科の野生種であるグアナコ

（Lama guanicoe）（図 3）やビクーニャ（Vicugna 
vicugna）（図 4）からリャマ（Lama glama）（図 5）
やアルパカ（Lama pacos）（図 6）が家畜化され、
搾乳を伴わない利用がみられる。野生種や家畜種
の間に生殖隔離がなく、高地で同所的に分布し自
然および人為的に交雑する能力がある。家畜化起
源については、単系説と多系説があり、遺伝学や
考古学の研究から現在検証が進んでいる。
　遅くとも約 1万年前には現代人の祖先が南米大
陸の南端まで到達したと考えられている。以前は
ユーラシアからベーリング海峡を渡り北米大陸に
達し、その後南下したと推定されていた 11）。しか
し、チリ南部のMonte Verde遺跡の発見でこれ以
前に先住者がいたことが明らかになり、南米への
祖先到達経路が論争されている 12~14）。家畜化のも
とになる野生のラクダ科動物は北米大陸を起点に
約 300万年前頃には南米大陸に達し、グアナコや
ビクーニャの祖先は 200万年前には存在したと考
えられている 15）。北米大陸では狩猟圧で短期間に
多くの哺乳類が絶滅したと考えられるのに、なぜ
か南米ではグアナコやビクーニャが絶滅すること
なくリャマとアルパカの家畜化が起こった。
　南米では、家畜と栽培植物のドメスティケー
ションに際立った違いがある。アンデスは世界各
地で栽培されているジャガイモ、インゲンマメ、
ピーナッツ、パパイア、トウガラシ、カボチャ、
トマト、タバコ、ワタなどの原産地で、それ以外
にも南米でポピュラーなキヌア、ヤコン、チェリ
モヤなどの作物の原産地であり、栽培植物の世界
的センターである 16）。これとは対照的に、家畜は
乏しくリャマとアルパカ以外では食用に利用する
げっ歯類のテンジクネズミくらいしかいない。考
古学研究により、リャマやアルパカの家畜化は
6000 ～ 5500年前にペルーの中央アンデス付近で
起きたと推定されている 17）。
　グアナコから単系的に家畜化が起きたという考
えに反して、近年の遺伝子研究や考古研究では多

図 2　世界の主要家畜化センター
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系説が提唱されるようになった。多系説では、グ
アナコからリャマ、ビクーニャからアルパカの家
畜化という二元説あるいはグアナコからリャマ、
リャマとビクーニャの交雑からアルパカの家畜化
という交雑説、が考えられている。また、遺伝子
の多様性を比較し、リャマやアルパカでは野生種
に特徴的な遺伝子が交雑の影響で複雑に混合した
状況が推定されている。
　図 7はペルー、ボリビア、アルゼンチンで採取
した血液をもとに 4種類のラクダ科動物のタンパ
ク質にみられる変異からお互いの関係を主成分分
析で調べた結果である 18）。この結果では野生種の
グアナコとビクーニャが両極に位置して、両種の
中間に家畜種のリャマとアルパカが位置づけられ

た。また、リャマはグアナコに、アルパカはビクー
ニャに近縁と推定され、多系起源の可能性を支持
する結果となった。同様の関係は、mtDNA（図 8）
や核のマイクロサテライト DNA（図 9）でも得ら
れている 19）。
　ペルーで伝統的な飼育を行っている地域と都市
周辺地域をくらべたところ、毛が利用されるアル
パカの遺伝子変異性は都市周辺地域で高かった 18）

（図 10）。これは、自動車道路網が発達したことと、
毛の需要が増加したことにより、リャマを輸送に
は利用しなくなり、毛の増収を目的にアルパカと
交雑することが増えたことを反映した結果だと考
えられる。
　ユーラシアの家畜化と比べると、アンデス高地

図 3　グアナコ（Lama guanicoe）
（Ochoa and MacQuarrie35）より転用）

図 4　ビクーニャ（Vicugna vicugna）
（ペルーにて川本芳撮影）

図 5　リャマ（Lama glama）
（ペルーにて川本芳撮影）

図 6　アルパカ（Lama pacos）
（ペルーにて川本芳撮影）
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図 7　血液タンパク質変異に関する集団調査の結果 18）。3 種類の血液タンパク質の遺伝子座の変異を
もとに種内、種間の別地点（アルファベットで表記）の近縁性を比較した。遺伝子頻度の推定
値から、主成分分析で各集団の関係を散布図として描いた。ワリはリャマとアルパカの交雑家
畜を意味する。アルファベットは試料採集地の略号。

図 8　mtDNA タイプの系統関係と分布 19）。図中の数字は試料数を示す。mtDNA でビクーニャ
タイプと判定されたものは白、グアナコタイプと判定されたものは灰色で示してある。
家畜種のリャマとアルパカでは野生種のタイプが混在している。
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図 9　マイクロサテライト DNA 変異の分布 19）。YWLL46 遺伝子座について野生種と家
畜種の対立遺伝子のタイプ（サイズの違い）を比較した結果。家畜種のリャマと
アルパカでは野生種のタイプが混在している。

図 10　血液タンパク質遺伝子の変異性の違い 18）。二重丸は野生種、白丸は伝統的な飼養を行
うペルーの家畜種、黒丸はペルーの都市周辺の家畜種を示す。平均ヘテロ接合率が高
いほど変異性は高い。
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のラクダ科動物の家畜化には二つの特徴がある。
ひとつは搾乳文化がなくユーラシアの高地にみら
れるような放牧や移牧といった牧畜形態がないこ
と、もうひとつは生殖隔離のない関係種が高地で
同所的に分布し自然ないしは人為的に交雑しうる
ことである。食肉、衣料（毛皮）、施肥（糞）、使
役（運搬）に家畜を利用する点では他地域と違い
がない。輸送では海岸から高原の高低差を移動す
る能力があり体の大きいグアナコが魅力的だった
と考えられる。ラクダ科野生種（特にビクーニャ）
がもつ緻密で良質な毛は衣類として防寒にふさわ
しく家畜化の動機になったと考えられる。しかし
食物資源として肉以外に乳の利用がないことはア
ンデス高地に特異的であり、ユーラシアやアフリ
カにおける家畜利用と異なっている。南米のラク
ダ科動物の乳質が劣るわけではなく、脂肪、タン
パク質、糖分の含有率をみる限り他の有蹄類家畜
と大きな違いはない 20）。搾乳がない理由には、乳
量の低さ、搾乳行為を嫌う動物の習性、人間の乳
糖消化能力の低さ、などが挙げられるが、いずれ
も決定的な理由とは考えられない。単純に必要が
なく知らなかった可能性が考えられる。実際、16
世紀のスペイン統治以降はヨーロッパから導入し
た乳牛から得る生乳や乳製品を受入れて利用して
いる。
　乳が食物資源として欠けた背景には、他の食物
資源で生活が満たされたことが考えられる。アン
デスでは豊富な栽培植物からの栄養摂取が可能で
あっただろう。牧畜技術としての搾乳が発達しな
かったことを、旧世界のステップ遊牧民の家畜化
を狩猟起源とする考えに照らすなら、アンデスで
は仔を隔離し搾乳するのとは違う家畜化のプロセ
スが想像できる。南米の家畜化センターと予想さ
れる中央アンデスにみられる牧畜は定住性が強
く、農耕との結びつきが強く、高度差のある土地
で多様な作物の生産を背景に成立している 21）。定
牧移農的な農牧複合としてラクダ科野生動物の家
畜化が多様な栽培植物に補われる可能性を考える
と、両者が同時あるいは前後する形で成立したこ
とが想像できる。
　高地環境への適応では、物資の輸送に家畜は重
要な存在だったと考えられる。文字のないインカ
文明では広大な領土の物流や情報伝達にリャマは
不可欠だった。荷駄用家畜としてリャマは牧民と

農民の緊密な経済関係の維持に役立ってきた。広
域の運搬や移動で家畜に求められた資質には、単
に持久性やスピードだけでなく、酸素条件が違う
標高間の移動能力が求められた。この条件を満た
せる野生種はグアナコだけであり、輸送に利用し
たリャマはグアナコをもとに家畜化したことが考
えやすい。
　アンデス高地におけるラクダ科動物の家畜化で
もうひとつの特徴は生殖隔離がないことである。
野生原種と家畜の遺伝的交流は他地域の家畜や家
禽でも起きている。アンデスで顕著なことは、野
生種がプーナ（高原）の環境で家畜と共存する点
である。生殖的隔離なしに共存する状態が家畜化
のあとも広く、長く続いていることは、旧大陸の
家畜では類例がない。しかし、遺伝的交流が野生
種と家畜種の間で頻繁に起きたとは考えにくい証
拠が毛色における野生種と家畜種の違いに認めら
れる。リャマとアルパカには顕著な毛色の個体変
異があるが、グアナコやビクーニャの毛色パター
ンは一様である。こうした家畜化に伴う毛色多型
の発生は他の動物の家畜化でも普遍的に認められ
る 22,23）。毛色多型には遺伝子突然変異が関与し、
色素発現の主要遺伝子群は哺乳類で共通してお
り 24）、リャマやアルパカには色、紋様、毛長など
に目立った個体変異がある。しかし、グアナコや
ビクーニャでは家畜種に似た毛色の個体変異は認
められない。
　南米での家畜化をめぐる議論のもとになる各種
動物の比較データは不十分だったが、近年新しい
知見が報告されるようになってきた 25~28）。今後の
研究が進み、野生種や家畜種がもつ遺伝子の自然
分布、多様性、系統地理が明らかになれば、さら
に家畜の起源に関する仮説や家畜種の交雑状況が
検証できるであろう。

ネパールにおけるヤクとウシの交雑利用
　チベットやその周辺のヒマラヤ山岳地帯では家
畜化されたヤクが利用されてきた。高地での特異
な野生動物の家畜化という点では共通するもの
の、チベットはアンデスのような栽培植物のドメ
スティケーションセンターではない。家畜の飼養
や利用でも、アンデスでは定住性があり搾乳がな
いのに対して、チベットでは放牧と搾乳があり、
ネパール・ヒマラヤでは移牧と搾乳がある、といっ
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た違いがある。さらに、ネパールやブータンでは
山岳民を中心にヤクとウシの伝統的な交雑利用が
ある。雑種強勢を利用するこうした家畜利用はチ
ベットとその周辺地域に特徴的である 29）。
　交雑家畜の乳利用では、高い乳質を示す交雑 1
代目のメスを妊娠させる必要がある。ヤクをウシ
に交雑すると交雑 1代目のオスは不妊になり利用
できない。このため交雑メスの搾乳には、ヤクな
いしはウシへ戻し交雑をする必要が生じる。戻し
交雑で生まれる子は交雑 1代目個体より経済価値
が低いため、通常は淘汰されてしまう。しかし、
山岳民が用いる家畜の呼称をみると、需要がない
戻し交雑で生まれる動物についても伝統的な呼び
分けがある。図 11にはネパールのクンブー地方
にあるクムジュンでの例を示した 30）。戻し交雑で
ウシとヤクのどちらの系統を用いるかは地域によ
り違いがあり、呼称にも地域による違いがある
31）。家畜呼称の民俗分類で興味深いことは、戻し
交雑を 2 ～ 4世代以上繰り返して生まれる個体の
呼称は親系統と区別がなくなり、しかもオスに繁
殖力が回復する点である。交雑 1代目から兄妹交
配を 20代続けたとしても近交係数は 98.6％まで
しか増えない。この民俗分類は実際の家畜の遺伝
子の混合とはかけ離れた認識の上に成り立ってい
る。もし種畜となるウシやヤクにこのような戻し

交雑個体が含まれるなら、両家畜間に遺伝的交流
の影響が広がり、遺伝子プールの混合が起きてい
る可能性が考えられる。伝統的な家畜利用では厳
密に 1代目の交雑個体だけが利用されてきたかを
検証するため、1986年と 1987年にネパールで調
査を行った。
　この調査では、乳タンパク質を支配する遺伝子
に注目し、ヤクに特異的な遺伝子がネパールのウ
シ集団に浸透しているかを調べるために、高地だ
けでなく低地でも調査を行った。ヤクとウシには
それぞれに特徴的な乳タンパク質の遺伝標識があ
り、集団ごとに交雑の影響を評価することができ
た 32）。この結果では、ヤクからウシの集団への遺
伝子流動の影響はほとんどなく、伝統的な交雑家
畜の生産と繁殖管理では、厳密に交雑個体が識別
され、経済性の乏しい戻し交雑個体が淘汰されて
きたと推定できた（図 12）。さらに同様の調査を
1995年にネパールで行った結果では、ウシと認
識されていた個体にヤクの遺伝子をもつ個体を 1
例だけ発見した 33）。その後は追跡調査を行ってい
ないが、ネパールでは観光化などで山岳民の生活
が変わり、交雑を利用した牧畜も変化している可
能性が考えられる。過去のネパール調査地を再び
調査すれば、家畜の変化とともに、山岳民の生業
の変貌とその社会的影響が理解できるであろう。

ブータンにおけるミタンとウシの交雑利用
　ブータン・ヒマラヤではヤクの交雑利用以外に、
インドのアルナーチャルプラデシュから導入した
ミタンと在来牛の交雑利用もある。ミタンはアジ
アの野生牛の一種であるガウールに近縁な家畜と
考えられているが、その起源や遺伝的特徴につい
てはよくわかっていない。興味深いことに、ブー
タンでの交雑利用では、戻し交雑においてネパー
ル・ヒマラヤのヤク―ウシの例と共通する家畜呼
称の分類認識がある。おそらくこうした生産様式
や分類認識がチベットとその周辺地域におけるヤ
クとウシの交雑方式を模しているためだと考えら
れる。図 13はブータンにおけるミタンとウシの
交雑家畜の呼称をまとめた事例である 34）。ミタン
の場合でもウシとの交雑 1代目のオスは不妊であ
り、戻し交雑は主としてウシ側に進められるよう
である。戻し交雑を繰り返すとオスの繁殖力が回
復し、4代以上交雑して得る家畜の呼称ではウシ

図 11　ネパールのクムジュンにおけるヤクと在来牛の交
雑家畜の呼称 30）。下線はメスを示す。戻し交雑
が継代されるとオスの繁殖力が回復する。4 世代
交配し続けて得られるメスの呼称はウシと同じ
になる。
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との区別がなくなる点で、ネパールのヤクの例に
似ている。しかし、戻し交雑にはネパール・ヒマ
ラヤの山岳民でみた厳密な交雑個体の淘汰はない
ようで、形態からさまざまなグレードに交雑して
いると思しき個体が各地で観察できる。交雑でミ
タンとウシの間に遺伝子流動が生じている可能性
が高く、その影響が種畜やそれ以外のウシに及ん

でいると推測できる。ブータン政府は牧場でミタ
ンと在来牛の種畜を管理して、人工授精を利用し
て交雑個体の生産、普及、供給事業を進めようと
している。しかし、各地の交雑状況や高地に生活
する人たちの生業との関わりについては不明なこ
とが多く、今後遺伝学ならびに人類学的調査を行
い解明してゆく必要がある。

図 12　ネパールの交雑分析。乳タンパク質遺伝子の変異をもとに、ヤク、在来牛、交雑牛を主
成分分析で比較した結果 32）。F1 は交雑 1 代目、N2 は戻し交雑による 2 代目、N2< は
2 代以上の交雑、を示す。交雑管理が厳密に行われている場合に期待されるように、F1
はヤクと高地（ダウラギリ）の在来牛との中点付近に位置している。

図 13　ブータンにおけるミタンと在来牛の交雑家畜の呼称 34）。下線はメスを示す。ミタン
（Mithun）オスを在来牛メス（Thrabum）と交雑させて得られる 1 代目メス（Jatsam）は
繁殖力をもつがオス（Jatsha）には繁殖力がない。Jatsam を在来牛オス（Nublang）と
4 世代交配し続けて得られるメスの呼称は在来牛メス（Thrabum）になる。また、戻し
交雑を繰り返すと繁殖力のあるオスが生まれる。ミタンの写真は名古屋大学農学研究科
の並河鷹夫先生に提供いただいた。
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Summary

Domestication and Use of Animals at High-altitudes:
 Genetic Studies in the Andes and the Himalaya

Yoshi Kawamoto

Primate Research Institute, Kyoto University

    Peopling outside Africa took place over a relatively short period of evolutionary time.  Successful adaptations of 
modern man to various environmental conditions in the world depend on their cultural diversity.  While the genetic 
diversity of modern man is considered to be markedly less variable than those in great apes in limited tropical 
zones, certain genetic characteristics appear to be selected for in the process of human adaptation to particular 
environmental conditions, including physiological adaptations to hypoxia in high-altitude areas and an increased 
ability to digest starchy foods in agrarian societies.
    Cultural adaptations to high-altitude areas has resulted in the production of a variety of unique domestic 
animals, such as yaks in Tibet and llamas/alpacas in the Andes, both which are highly valued by the inhabitants 
of these highlands.  The domesticated camelids in the Andes are not used for milk.  Together with wild guanacos 
and vicuñas, these camelids can interbreed without reproductive defects.  Hypotheses invoking monophyletic and 
polyphyletic ancestries have been proposed to describe the origin of these high altitude domestic animals, and their 
evolutionary histories have been estimated using molecular genetic markers and archaeological methods.
    Although hybrids of yaks and cattle are extensively used in the Nepalese Himalaya, population genetic studies 
suggest low levels of genetic introgression between these groups in the hybrids used by mountain tribes.  Mithuns, 
a semi-domesticated bovine species introduced from Arunachal Pradesh in India, are used for crossbreeding with 
local cattle in Bhutan.  There are now a variety of hybrid types including backcrossed animals and the local naming 
system of Mithun hybrids are similar to that employed to describe yak-cattle hybrids in Nepal.  I plan to commence 
a field study to elucidate the genetic and anthropological histories of Mithun-cattle hybrids in Bhutan and compare 
the utilization patterns of domestic animals between different high-altitude regions.




