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ラダックにおける医学との境界領域研究計画

月原敏博

はじめに
　奥宮清人氏が代表者を務める地球研の通称「高
所プロジェクト」は、医学を中心とした多領域の
専門家からなる学際チームにより、人類の高所適
応に関わる諸問題を医学・生態・文化などのさま
ざまな側面から明らかにする試みである。本稿で
は、文化班のメンバーでありかつラダック

（Ladakh）での調査を奥宮氏とともに統括すると
いう筆者自身の役回りを意識しつつ、ラダックに
おける医学との共同調査と境界領域研究につい
て、その基本的な視角と実施計画、そしてこれま
での調査成果の一端を述べる。加えて、実施検討
中の研究テーマにもふれる。

研究の基本的な視角
現象の捉え方
　医学班は、現代高地民の「病い」を「身体に刻
み込まれた環境問題」と捉え、そのさい過去半世
紀ほどのグローバル化がもたらした影響を強く意
識する。この捉え方は、文化班が採る地域理解の
仕方と基本的には一致していると筆者は考える。
それをまず確認したい。
　近年盛んに言われるようになったグローバル化
とは、ヒト、モノ、カネ、情報などの地域間交流
が深まる結果、世界の国・地域間の相互依存関係
が強まることである。そこでは、個人や団体に関
わる活動とその影響範囲が「国際化」するが、個々
の地域でみれば、政治・経済の自律性や、社会・
文化の自己完結性は低下する。このグローバル化
は交通・輸送と情報通信のインフラの発達に支え

られており、ヒト、モノ、カネ、情報の地域間移
動に要する時間と「コスト」が「縮小」する結果
として、それらの移動流が増加することがその基
底にある。
　この種の変化自体は、すでに大航海時代から始
まり、植民地期には一定程度顕著となっていた。
また、亜大陸レベルに止めていえば古代文明の始
まりとともにその雛形は発生していたともいいう
る。しかし現代は、交通と情報通信のインフラの
急速な発達から取り残される地域はほぼ皆無とな
り、諸物の移動速度の加速と移動量の増加が地表
の隅々にまで同時進行的に生じている。交通・輸
送や通信の技術革新が伝播することで「距離」と
いう障害が克服され、人間にとって地球は事実上
急速に小さくなって一体化を進め、各地域・社会
は共変動体となってきたのである。
　医学班がいう身体へのグローバル化の影響と
は、この地域間の相互作用の深化に伴って各地域・
社会で生じている、都市化、市場経済化、工業化、
脱工業化などと形容されてきたある種の「発展」
あるいは「発展段階」に応じて、様々な身体現象
が生じているとの観察にほかならない。したがっ
て、その理解は、現状の事例を各地域や民族がもっ
た伝統的慣性と、それらを超えて世界的に連鎖し
て進むグローバル化とが交差して織りなす結び目
と観察してのものであり、タテ糸とヨコ糸に喩え
ることができる。
　このタテ糸（伝統的慣性）とヨコ糸（グローバ
ル化）は、ヒマラヤ地域研究 1）での地域理解に即
して言えば、それぞれ生態重視の捉え方と交通重
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　インド、ラダック地方における医学との境界領域研究をどのように進めうるか？　文化班の立場か
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視の捉え方に相当するということができる。前者
の捉え方の代表は、「高度帯」主義であり「高度帯」
史観である。これは、標高（海抜高度）、ひいて
は温量ないしは気圧重視の地域・社会・文化の捉
え方である。生態因子には他に乾燥度もあれば、
緯度、海からの距離、斜面方向、水系といった地
形的因子もあり、標高以外を重視する見方もある。
が、いずれにしても自然環境重視であり、近代化
以前のヒマラヤの各地域・社会の把握はそれらを
主にするのでよかった。実際、ヒマラヤ地域では
標高に応じて諸民族が垂直的に「すみわけ」るな
ど、この種の環境主義的な観察と解釈を有効とす
る事実が社会や文化の面でも少なからず見出され
てきたのである 2）。
　しかし、現代においてヒマラヤ地域の各地で生
じている社会や文化の変化を説明するにはもはや
これだけでは十分でないとの見方が、地理学関係
分野では 1980年代以降顕著に現れてきた。この
後者の見方の代表例は、道路交通など、交通体系
の伸長の度合いが現代のヒマラヤ地域の変化には
決定的な影響力を持っているとみるものである 3）。
この交通システム（交通体系）の重視はすなわち
アクセシビリティの重視であり、平地部の大都市
などから発する諸物がいかに容易に到来し得るか
に着目して、山地部のローカルな変化とその地域
的差異を説明する。交通システムの発展は、都市
システム（都市体系）や地域システムの展開と当
然深く関わっているから、これは市場経済の浸透
度や都市化の程度に応じて個別地域・社会の現代
の変容を捉えることとほぼ等しい。
　グローバル化で形成・維持されるのは世界シス
テムであり、現代はその組織化・濃密化が進んで
いる。個別地域システムはそれに組み込まれたサ
ブシステムとして機能するのであり、したがって
後者の交通システムの伸長重視は医学班の理解の
元にあるグローバル化のヨコ糸に相当するといい
うる。また、タテ糸（伝統的慣性）に相当するの
は、前者の「高度帯」主義に代表される地域の生
態環境、そしてそれと密接に関わって営まれた在
来の伝統的文化を重視する見方に他ならないとい
える。
　以上を小括すれば、医学班が「身体に刻み込ま
れた環境問題」と捉える現代高地民の「病い」の
理解は、地理学などの諸学からなされてきたヒマ

ラヤ地域研究での「伝統と変容」の捉え方、およ
びその地域的展開の捉え方とは矛盾なく一致して
いるはずであり、この共通の認識の土台に立った
共同研究の推進を構想しうる。

調査対象の選定
　ただし、筆者の見るところ、高所プロジェクト
の医学班、および従来の医学では、ここで述べた
ような地理的・空間的な側面から病いや健康をマ
クロに評価することには不十分さが残っていたの
ではなかろうか。衣・食・住などのいわゆる生活
環境や生活習慣が個体レベルの重要テーマとして
強く意識されてきたことは疑いがない。しかし、
それが集団的または地域的に展開しているとき、
当該地域の環境や社会・文化のもつ地域的慣性（上
では伝統的慣性と言ったものをここでは地域性を
強調してこのように言っておく）と「病い」との
関係を、医学がどれほど適切に評価し対処できて
きたのか、それには不十分さを感じたのである。
グローバル化との関係を議論する際、この点は避
けて通れない。
　そこで、ラダックでの共同調査にあたって、筆
者は医学班の奥宮代表に向けていくつかの提案を
行ってきた。要約すると次の 3点である。
　1）医学共同調査を、一つまたは複数の村の全
人口に対して面的に行う。すなわち、地理的に連
続する一定の大きさの地域を調査地域に選び、可
能な限りそこに居住する全人口を調査対象とす
る。この対象設定により、当該地域の環境影響、
及び、伝統的な社会・文化の身体への影響という、
伝統的慣性（タテ糸）を確かめるための基礎資料
を得ることができる。
　2）続いて、調査対象の拡大が必要であるが、
それを大都市からのアクセシビリティに応じた放
射状の断面を意識して配列させる。この対象設定
により、グローバル化（ヨコ糸）の影響を確かめ
るための資料を得ることができる。
　面的調査を押し広げて都市部から僻地の村まで
を含めた広大な地域を丸ごと全人口調査できれば
いうことはないが、人的・時間的・資金的制約の
もとで調査対象を限定的にしか広げられないと
き、その選定は決定的に重要であり調査側の問題
意識を如実に反映するものとなる。地域環境は、
地理的な環境傾度に応じて多くの場合連続的に変
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化するが、都市化及び市場経済化の程度など、交
通システムや地域システムに関わる事象も基本的
には空間的に連続的に変化するのが普通である。

（国境などの政治的境界はその変化の不連続線を
形成することも珍しくないが、それに関わる指標
は国や州を跨ぐ研究で肝要な比較項目となる。し
かしそうであるがゆえにラダックに限定して述べ
る本稿ではあえて列挙しない。）
　3）さらに、環境条件の異なる調査地を選定し、
環境影響の大きさや性格を確かめる。この対象設
定により、伝統的慣性のなかでも、とくに環境影
響の大きさと程度を確かめることができる。
　ここで述べてきたことを要約すれば、「病い」
の現象を「地理的に連続的に変化するもの」とし
て基本的には捉え、自然生態をはじめとする伝統
的・地域的慣性（タテ糸）と、グローバル化（ヨ
コ糸）の双方の意味において把握できるように、
医学調査対象を選択・設定すべきということであ
る。
　以上のような考察を元に筆者は奥宮氏と協議を
進めたが、その結果、ラダック地域での調査計画
をおおよそ次のように構想し、今 2008年度には
医学班との共同調査を開始したのである。

ラダック共同調査計画の概略
--------------------------------------------
フェーズ 1　下ラダック事例調査＜ 2年間程度＞

1）全世帯・全住民台帳作成とその属性調査
　  全人口（とくに高齢者人口）の健康調査
　  生業・土地利用・衣食住などの調査
　2）都市部への移住者の健康調査と移住歴調査
　3）健康と個人属性（履歴・環境変化）の分析
フェーズ 2　上ラダック事例調査＜ 2年間程度＞
　同様の手順にしたがって遊牧地帯のチャンタン
　（または遠隔地ザンスカル）の村を調査・分析
フェーズ 3　広域的な整理と提言＜ 1年間程度＞
　事例調査で把握しえた断面を面的な分布研究へ
と展開し広域的な地域システムとの関係を整理
するほか、地域医療の新たな改善策等を提言

--------------------------------------------
　具体的には、最初の調査村を下ラダックのドム
カル（Domkhar）村として、フェーズ 1の共同調
査を行う。作業は全世帯・全住民台帳の作成に始
まる。この基礎データの収集は、現地環境 NGO

のラダックエコロジー開発グループ（LEDeG: 
Ladakh Ecological Development Group）の協力を得
て文化班・生態班が中心に行う。その結果はデー
タベース化して医学班とのデータ共有の基点とす
る。医学班は、現地医療 NGOのラダック予防医
学研究所（LIP: Ladakh Institute of Prevention）の
協力を得て医学調査を実施し、得られたデータは
この世帯・個人データベースに追加する。文化班・
生態班は個々人と世帯の履歴や移住歴、生業や土
地利用のデータを収集してデータベースに追加す
るほか、各種地図作成や、栄養調査などの衣食住
に関わる調査を行う。また、古文書等、過去（と
くに重視するのは過去 50年から 100年程度）に
遡る人口と経済に関わるデータの収集と分析、環
境認識と生命観に関わる調査も行う。
　村の住民のうち一定の割合はラダックの中心都
市レー（Leh）に移住して生活しているため、村
での調査に続いてレーにおいてもドムカルからの
移住者を主な対象とした調査を行う。これらによ
り、医学班のデータを、文化班等が集めた多様な
データと併せて解析するための、既存の研究には
ない資料が得られる。ここから、医学・非医学双
方の研究に新しい芽が出ることが期待される。
　ドムカル村は、細かくは上村・中村・下村の 3
村に分かれ、これらに含まれる諸集落の標高は
2900mから 4000mに及ぶ。そのため、村内にも
居住地に応じた生活環境の違いがある。また、レー
移住者の場合には生活環境は村とはかなり異なっ
て、一定程度都市化した生活様式となっている。
したがって、このドムカル村調査によって地理的
にまとまった一地域の人口の健康と社会・文化の
全体像が把握できるだけでなく、環境条件が異な
るドムカル内部の集落の比較により、環境影響の
意義を確かめることができる。また、レーへの移
住者も村落調査の延長上の調査対象とすることか
ら、都市化やグローバル化に伴う生活環境変化の
影響も確かめる端緒が得られる。
　次のフェーズ 2では、下ラダックとは地域的条
件の異なる上ラダックにおいて、同様の事例調査
を行う。現在のところその最も有力な候補地と考
えているのはチャンタン地域である。この地域は、
標高が高いために農耕が不可能な、いわゆる遊牧
地帯である。農耕が占める意義が大きい下ラダッ
クや中央ラダックとは生業が異なり、人口密度も
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数名のメンバー（夏は坂本・小坂、冬は山口・谷
田貝）がドムカル村を共同調査し、現地 NGOの
LEDeGおよび LIPのスタッフも同時期に村を訪
れて調査に協力した（夏は LIP のみ、冬は
LEDeG、LIPの双方）。
　夏の調査では、医学班の奥宮・坂本は LIPのド
クター・ノルブとともに住民の健康調査を試行し、
文化班・生態班は土地利用図など環境利用に関わ
る村の地図を作成するための準備作業などを行っ
た。
　冬の調査では、レーにて奥宮・竹田・月原の 3
名が LEDeGおよび LIPと高所プロジェクトとの
合意事項を再確認したうえで、奥宮はドクター・
ノルブ及びドムカル村現地住民との間で 2009年
夏の医学班の本調査のための準備・調整を行った。
文化班・生態班は、LEDeGの調査チームに要請
した全世帯・住民調査の実施に付き添ったほか、
ドムカル上村での土地利用図作成作業、ドムカル
3村の土地・家屋保有の広がりなどについて、聞
き取り調査を兼ねた集落踏査を行った。また、気
象測器設置のための下見作業を谷田貝が行った。
　さて、以下では文化班・生態班と LEDeGとの
協力による主要な調査活動として、冬に行った世
帯調査と、それに関連して行った聞き取り調査な
どで得られた知見について、簡単に述べておく。

全世帯・住民調査
　ドムカル村は、それを構成するゴンマ（Gongma、
上村）、バルマ（Barma、中村）、ド（Do、下村）
の 3村全体で人口約 1500人、世帯数 245世帯ほ
どの村である（レーの統計局 Department of 
Evaluation & Statistics での聞き取りによる）。冬の
世帯調査においては、その世帯単位の情報を維持
更新している保健所（Medical Aid Centre、医療援
助センター）が持つ世帯・住民データを書写させ
てもらうだけではなく、独自に調査票を作成して
全世帯聞き取り調査を実施した。その調査票は、
世帯ごとに、調査日、調査員名、村名、小集落名、
家名、カンバ（Khangba、「大きい家」）かカンブ

（Khangbu、「小さい家」）か、電話番号、の各項を
まず記録したうえで、世帯構成員ごとに、名前、
世帯主との親族関係、性別、生年の十二支、生年

（可能なら月日まで）、年齢（2009年の数え年年齢）、
職業、村内居住か村外居住か、村外居住の場合は

小さい。この、環境条件も社会・文化の条件も大
きく異なる第 2の調査地を調べることにより、
フェーズ 3に進むための弾みとなる資料を得るこ
とが出来る。
　最後のフェーズ 3においては、それまでに調査
した二つの小地域と中心都市レーを結ぶ 2本の線
状断面についての知見、さらに現地協力者である
LIP のドクター、ツェリン・ノルブ（Tsering 
Norboo）氏が長年にわたって蓄積してきたラダッ
ク全域に及ぶ膨大な住民検診データも活用しつ
つ、それらの知見を面的に展開させ、ラダック地
方全体の広域的な健康状態の分布状況を、交通シ
ステム・都市システムなどの地域システムとの関
係から整理する。これにより、ラダック地方の中
でも特定の症例が地域的に偏って風土病的に存在
することや、グローバル化、さらには近年の環境
変動が、この地域の住民と地域全体にどのように
影響しているかを構造的に把握する。そして、研
究プロジェクトの成果の地元への還元をはかり、
住民の健康増進に資する医療計画を現地政府関係
者等に対して提言するほか、予防医学や医療教育
への協力活動も行う考えである。

2008年度冬までのドムカル村調査
　下ラダックのドムカル（Domkhar）村は、2007
年 9月初旬に平田・月原が下ラダック広域観察の
途上で数時間程度訪れる機会があり、その最初の
訪問で得た観察によって医学共同調査の候補地と
して考えるに至った。その選択理由は、1）ラダッ
ク地方では軍事と観光が経済全般に大きな影響を
与えているが、この村には軍の駐屯地はなく、ま
たインド国内外のツーリストを引き寄せる観光名
所もないため、レーから 3・4時間で到達できる「近
さ」のわりには村外からの訪問者が少なく、比較
的静穏で特殊な性格が小さい村であると考えられ
ること、2）医学調査には望ましいと考えられる
車道アクセスが得られること（ただし上村への道
路開通はまだごく最近の数年前にすぎず、上村最
上部の数集落にはまだそれが到達してないこと）、
3）インダスの本流へ注ぐ支谷沿いに集落が続き、
一つの谷の中でも生態条件と土地利用の多様性が
みられること、などの点にあった。
　そして、今年度（翌 2008年度）には、夏の 7
月末と冬の年末年始に、奥宮・竹田・月原のほか、
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その居住地、の各項を問うものである。ラダック
地域の慣習を反映して、世帯においては家名（屋
号）、およびカンバかカンブか（前者の「大きい家」
は日本でいう「本家」、後者の「小さい家」は「隠
居屋敷、ないしは分家」におおよそ相当する）、
また、世帯構成員においては生年を十二支で記録
していることが特徴である。ラダックでは年配の
人では生年月日の正確な記録をもたないことが珍
しくなく、また同名の人が少なくないので、従来
の医学調査では年齢の確定や同一人物の同定に困
るケースがあったとも聞くが、個人名に加えてそ
の人の属す家名、さらに生年の十二支まで記録す
ることで、年齢の確定も同一人物の同定も、現地
の人たちに可能な限度と同じ、現状では最も高い
精度での把握が可能となる。
　この世帯訪問調査の実施は LEDeGに依頼し、
同 NGOのスタッフ 9人が 1月 1日と 2日の両日
をかけてドムカル 3村を巡回して大部分のデータ
を集めた。記録できたのは合計 170世帯ほどの世
帯のデータであり、調査票の回収率は、上村（総
世帯数 90、総人口約 600人）では全世帯の 80％
以上にあたる 70数世帯、中村（総世帯数 41、総
人口約260人）では全世帯の83％にあたる34世帯、
下村（Domkhar Do）では 67世帯（総世帯数と総
人口はまだ正確には把握していないので回収率は
不明）であった。一次調査であり保健所から得た
家名と世帯主のリストとの間には不整合も見出さ
れたうえに、まだ十分な集計は終えてない段階で
はあるが、この調査からわかったことには次のよ
うな点があった。
　世帯員数は、大部分の世帯は数人から 7、8人
程度までの世帯員数である。ごく一部に 10人以
上の世帯があり、多い例では 20人以上の世帯も
存在するが、これは、昔時の大家族の形態を維持
している例とみられる。また、親族関係から一妻
多夫婚とうかがえる婚姻の例が、年配の人には珍
しくはない。
　職業については、村内居住者の場合は農業、で
なければ家事がほぼ全てを占める。村外居住者の
場合、職業は多様であるが、就学中の若者を除く
と、雇用は軍関係、でなければ公務員関係が多く
を占める傾向がある。
　村外居住については老夫婦を残して大部分の構
成員がレーなど村外に移住して生活しているなど

の例がある一方で、全構成員が村内すなわち一家
に同居している世帯もある。世帯差が著しいが、
大雑把に言って全人口の 3 ～ 4割が村外居住をし
ている状況にあり、子供の場合は就学、大人の場
合は仕事の都合で村を離れている例が多いことが
わかる。
　村外の居住地はラダック内の地域が多くを占め
る。ラダックの中心都市であるレーが比較的多い
が、最寄りの町でブロック中心の町であるカル
ツェ（Kaltsi、Kalatse）などもある。しかし、ラダッ
クを離れて首都デリーや州都ジャンムーに住んで
いる例も散見されるほか、チベット仏教徒として
の行動圏の広がりをうかがわせる地域、すなわち
ヒマーチャル・プラデーシュ州のダラムサラ、シッ
キムなどヒマラヤ沿いの地域、南インドのカル
ナータカ州などの例がみられ、それらは学校や僧
院での就学のために生じた例が多いことがわか
る。

その他の調査
　LEDeGに依頼した世帯票調査のほか、文化班・
生態班に属する竹田・山口・月原は、上村におけ
る耕圃レベルの地図作成試行作業、世帯票の調査
を兼ねた上村最上部の集落の観察、父系親族集団
パスプン（Phaspun）の把握、土地所有等の垂直
分布の調査、レーにおける統計及び史料調査、な
どを行った。
　上村における耕圃レベルの地図作成試行作業で
は、集落の主水路であるマユル（Mayur）と呼ば
れる水路から枝分かれした、各耕圃へ給水する細
かな水路は、畑地や林地と同様に個々の家の所有
になることを確認した。また、集落の一部で畑の
一筆々々からする細かな土地利用図を作成する野
外作業を試行して、今後の地図作成工程を検討し
た。
　世帯票の調査を兼ねた上村最上部の集落コラム
リック（Koramric）の訪問観察では、この集落が
ドムカル谷の耕作上限であるだけでなく、この谷
を季節的に上下する畜群（とくにヤク、ゾなどの
大家畜）の越冬地であり、下村までを含むドムカ
ルの谷全体の大家畜の移動牧畜の拠点となる集落
でもあることを確認した。
　父系親族集団の調査では、ドムカル 3村の諸集
落を訪ねて古老などから各世帯の「家の神」
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（Nanglha、ナンラ）を聞き取った。ラダックでパ
スプン（Phaspun）と呼ばれる広義の父系親族集
団は、父方の祖先をともにすると考えられている
集団であり、冠婚葬祭などの祭事を共に行うため、
ラダックの村落社会の内部構造を理解するには不
可欠である。この集団は、ナンラ（Nanglha）と
呼ばれる「家の神」を共有するため、これの把握
は各世帯の「家の神」の神名調査でもあった。こ
の調査により、ドムカル内の各集落はいずれも
10に満たないほどの父系親族集団から構成され、
谷全体でも 10あまりの父系親族集団しかないこ
とや、個別集落ごとに優勢な集団に違いがあるこ
となどが判明した。村落社会の内部構造の理解が
進むとともに、医学にも関わりうる父系の血縁関
係把握に役立つ資料が得られたのである。
　土地所有等の垂直分布の調査においては、まだ
データを得始めたばかりで十分ではないが、上村
での聞き取りで確認できた範囲だけでも、下村や
中村の世帯であってもその 3分の 1から 4分の 1
の世帯は上村の領域内に土地や家屋をもっている
ことが判明した。逆に、上村の世帯の中にも中村
や下村に土地や家屋を持っている例も確認した。
すなわち、3村の間では母集落を超えて標高の異
なる他集落にも土地や家屋をもつ世帯は現在でも
珍しくなく、村人の伝統的な環境利用は、古くか
ら垂直的な広がりをもつものであったことが確認
された。
　レーにおける統計及び史料調査では、人口など
ドムカル村に関わる近年の政府統計資料の得られ
る種類や年次、所在の状況を統計局（Office of 
Evaluation & Statistics）で聞き取り、ラダック県

（District）全体の人口増加の経過を示す統計値を
得たほか、集落税務局（Office of the Settlement 
Tehsildar）では現行の土地税制の基礎となる地権
の管理と地籍図の作成状況に関する情報を得た。
さらに古文書館（State Archives Repository）では、
ドムカル村に関する徴税関係史料の所在を確認
し、その一部を閲覧した。それは植民地期に記録
されたもので、ウルドゥー語で書かれた 2種類の
記録簿（1つはジャマバンディ（Jamabandi）と呼
ばれる世帯単位の地租の記録簿、もう 1つはカス
ラ・ギルダヴァリ（Khasra Girdawari）と呼ばれる
土地単位の記録簿）、そして地籍図である。それ
らには、土地の相続や地権の変更がすべて記され

ているとのことであったが、同館所蔵のドムカル
に関するもっとも古い記録は 1908年のもので、
当時の世帯数はドムカル村全体で 67世帯のみで
あったことも確認した。
　古記録の確認により、それを現在の値と比較す
ると世帯数は 100年間のうちに 3倍以上に増加し
たことも判明したが、これによってこの間のドム
カル社会の変化も推測できる端緒が得られた。す
なわち、世帯調査で確認できた現在の村外居住者
の多さや、近年は子供の数が減少したことを語る
村人が多いことも考え合わせると、100年の間に
人口はおそらく倍増するほどに増えたには違いな
いが、それとともに分家の増加なども生じて世帯
数は増えた。その一方で平均世帯員数は減少して
きたほか、近年は人口流出傾向は全体として顕著
で子供の数も減ってきているので、日本の中山間
地でみられる限界集落とまではいえないにして
も、ドムカルは人口増加から減少の局面に転じ、
過疎に向かう途上にあることも疑われるのが現状
であろうと考えられる。
　以上が文化班・生態班を中心に回顧した 2008
年度冬までのドムカル村共同調査であるが、同年
度最後の調査活動として、3月にも平田・池田・
山田・山口がラダックを訪問してドムカル村での
調査を進める予定で、先の世帯調査の未調査世帯
の調査や地図作成作業を行うほか、日常食の栄養
調査、災害など生活リスクの認識調査などを行う
ことを考えている。

生と死の調査　─人口学的研究─
　次に、筆者が医学関連の研究として文化班と医
学班共同で実施を検討している調査テーマにもふ
れておきたい。それは「生と死の調査」といいう
るもので、医学班の調査を補完する性格を持つ。
　高所プロジェクトのプロジェクトタイトルに掲
げられる生老病死でいえば、医学班には老と病の
専門家が並んでいることはいうまでもない。身体
の機能評価と健康状態の評価、幸福度評価等を中
心に据えたその検診調査は、生存途中にある人の
生きることの質を問いなおすものである。しかし、
生老病死のうち老と病という中間部分だけを偏重
して最初と最後を画す生（誕生）と死（死亡）を
軽視するわけにはいかない。
　たとえば、出産前後から幼児期までの過程で母
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子が直面する死のリスクはラダックのような高地
では歴史的に相当高かったことが知られている。
生老病死の最初の生の部分が、同時に最後の死の
部分の比較的多くも占めていたのである。現在で
は、ドムカル村の女性もその多くはレーの政府病
院で出産をするようになって、出産前後の母子の
リスクはかつてよりかなり小さくなったようだ
が、そのような近年の医療環境の変化がラダック
の人口にどのような影響をもたらしたかもまだ詳
しく分析されたわけではない 4）。死についても、
そもそもラダックの山村地域ではどのような死因
が多いのか、女性にとっての妊娠・出産期の問題
や出生時から幼児期までの子どもの問題に限ら
ず、基礎的な議論が十分になされたとはいえない。
だから、総人口の増減の問題や平均寿命の進展の
問題、生命表や人口ピラミッドを用いた人口構成
の把握、コーホート分析による様々な年齢差・世
代差に関わる問題など、地域の人口全体の状態と
動向を的確に把握するために、また今後の地域医
療のあり方を考えるうえでも、生と死の調査は老
と病の調査以上に重要といいうる側面さえもって
いる。しかもこの人口学的な研究領域では文化班
が医学と共同できる可能性があり、人文系の研究
者から医学を補完できる成果を出すことすら望み
うるであろう。
　ラダックを含むチベット文化圏の人口学につい
ては、それなりに強い研究関心が維持されてきた
ために決して少なくはない研究があり、むしろと
くに最近はホットな研究課題となりつつある。そ
の研究動向については詳しくレビューする必要が
あるのでそれは別稿に記すことにするが、ここで
最小限だけ述べておけば、とくに文化人類学を中
心に、一妻多夫という婚姻の慣習であるとか、僧
侶・尼僧人口が歴史的に大きかったというこの文
化圏に広くみられた社会・文化の特徴が、この文
化の民の人口の維持や再生産にどのような影響を
与えたのか、またそうした伝統的慣習は、農耕や
牧畜といった生業とあわせて高地という生態環境
に対して総体として適合的（adaptive）であった
のか否か、といった点が、中心的な議論のテーマ
になってきたといいうる。ラダックにおいても、
ウィレィ（A. S. Wiley）などがチベット文化圏の
特徴を意識しつつ、ラダックの環境・文化と人口
との関係を検討してきた 5）。

　しかし、チベット文化圏全体を見渡しても、現
代の人口学的分析に耐えうる正確さと数値の記録
をともなった人口の記録自体に乏しく、それが議
論の展開の足枷になってきた。近年に至って、よ
うやく、ある程度統計制度が整ったことで中国や
インド、ネパール領内の過去数十年程度の期間の
変化が論じられ始めた 6,7）が、それより以前につ
いては、そもそも、チベット文化の民の人口は千
年以上の歴史を通じて減少したのか増えたのかに
ついてさえ、いろいろな意見があってまだ正確な
ことがわかってないところがあるのである 8）。過
去、50年から 100年ほどの間の変化についても
同様であり、チベットのネパール国境に近いキー
ロンで 1958年に記録されていた資料をもとに、
チャイルズ（G. Childs）が行った分析が、稀有な
成功例であるにまだ留まっている 9,10）。
　生と死の調査については、それを如何に進める
か、まだ十分構想が出来ていないし医学班との打
ち合わせも出来てはいないが、すべての成人女性
から出産（死産・流産）の経験を聞くことで出産
の成功率／失敗率を調べたり、全戸で死亡した親
族の年齢や死亡原因を聞くことで、死因や寿命を
把握することを考えている。医学班のみならず、
現地調査においては LEDeGとも繋がりをもって
活動する女性 NGOグループや、現地の保健所の
人々の協力も得ながら、2009年度には調査に着
手することを考えたい。

おわりに
　以上、医学を中心とした地球研の「高所プロジェ
クト」に文化班のメンバーとしてどのようにその
医学との境界領域研究に取り組む考えであるかを
記した。水利慣行と灌漑体系の研究や、在来の牧
畜に関する研究、協同組合運動の研究、かつての
長距離交易と現在の交通体系を通じたラダック地
域外との関係史など、すでに実施中ではあっても
医学との関わりが比較的薄いと思われた研究につ
いては本稿ではあえて触れなかったが、文化班メ
ンバーとして独自の関心の元に取り組む調査研究
も、個別的に行っていく予定である。
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Summary

Interdisciplinary Studies with Medical Science: 
an Ongoing Plan in Ladakh

Toshihiro Tsukihara

Faculty of Education and Regional Studies, University of Fukui

    A brief plan of interdisciplinary studies with medical science which is already on going collaboratively from 
2008 is formulated and discussed from a viewpoint of cultural geographer. The collaborative field research has 
started by carrying out a survey of all households in Domkhar village in lower Ladakh. The database on all 
households and whole population which is being structured by the surveyed data will be a base for interdisciplinary 
studies and shared between medical doctors and us, non-medical researchers. Demographic studies are also under 
consideration with hope to complement research by medical doctors.




