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ラダーク地域における村落の変容
―山地における人と環境の結びつきに関する考察―

山口哲由

はじめに
　これまで、山地における環境利用は垂直性とい
う観点から理解されてきた。山地の気温は高度に
よって変化するが、動植物相もその変化に直接的
な影響を受け、高度に応じて異なった景観を示す
ようになる 1）。山地における不利な生産要素とし
て、低温や平坦地に乏しい地形、不安定な気象、
高い災害リスクなどが挙げられるが、人びとは、
高度差によって生じる多様な環境を利用し、かつ、
それらを組み合わせることによって、生産性を高
めながらリスクを軽減し、生産基盤を安定させて
きた 2,3）。一方で、現在の山地は大きな変化のな
かにある。山地はこれまで辺境地域として位置付
けられてきたが、開発政策のなかでアクセシビリ
ティの向上が重視されるようになり、道路網の整
備やモータリゼーションの進展により急速に周辺
地域との繋がりを強めている 4,5）。そういったイ
ンフラ面での地域間の結び付きの強化により観光
産業や商品経済の影響が大きくなるとともに、環
境保全などでの働きかけも増加している。
　山地における自然環境が有する条件、すなわち

低温や不安定な気象などが人びとの生業活動に影
響を与えている一方で、人びとの生活を取り巻い
てきた社会的な状況は大きく変化している。現在、
山地で生活する人びとと環境との結びつきを分析
する場合、自然環境による制約と社会環境の変化
のなかで人びとがどのような選択をしているのか
を理解すべきであり、その結果として従来的な垂
直性の枠組み 6）がどのように変化しているのかを
見極める必要がある。以上のような問題意識に基
づいて、本稿ではインド北西部ラダーク地域の村
落を事例として、地域の農業とそれを取り巻く状
況を概述するとともに、そこでの人びとの生業活
動や現金収入を得るための労働、教育に対する取
り組みなどを通して、現在の山地地域における生
活変化と人－環境の結びつきを浮き彫りにするこ
とを目的としている。

調査地と調査方法
　ラダーク地方は、インドの北西部に位置する地
域であり、ジャンムー・カシミール州に属してい
る。ジャンムー・カシミール州には 3つの管区が
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あり、ジャンムー、カシミールバレー、ラダーク
という 3つの管区がある。ラダーク管区のなかに
はさらにカルギル県とレー県がある。西部のカル
ギル県ではイスラム教徒が多くを占めるのに対し
て、レー県は主に仏教徒が居住する地域である。
地形的には、ヒマラヤの主脈の西北端と接しなが
ら北にはカラコルム山脈が位置しており、二つの
広大な山脈に挟まれた地域となっている。チベッ
ト高原を源流に持つインダス川はこの地域を北西
方向を流れた後に方向を変えてパキスタンへと注
いでいる。ラダークにおいて人びとが生活する環
境はおおまかに 3つに分けられる。すなわち、南
東部のややなだらかな標高 4,000m以上の平原で
あり、チャンタンとよばれている。ここでは、人
びとはおもに専業的な牧畜を営みながら生活して
おり、気候も最も寒冷で厳しい。ラダークを中部
から北西部にかけて貫流するインダス川両岸は極
めて乾燥した渓谷であり、河岸を除けば植生の乏
しい砂漠のような景観が続いている。人びとは
3,000 ～ 4,000mくらいの河岸で灌漑農業を軸とし
ながら、牧畜や交易などを組み合わせて生活して
きた。南部のザンスカル地域では、灌漑農業を主
体とする農業体系に関しては大きな違いはない
が、インダス川流域よりも降水量に恵まれており、
周囲の山々は針葉樹林に覆われている。

　調査をおこなったのは、インダス川の支流であ
るドムカル渓谷に位置するドムカル村である（図
1）。この渓谷は、標高 5,000mの氷河に源流を持
つ長さ 25kmほどの渓谷であり、インダス川に注
ぐ最も低い部分は標高 3,000mほどとなる。この
渓谷全体を指してかつてはドムカル村と呼ばれて
いるが、現在は集落の場所によって標高の高い方
から上村（ドムカル・ゴンマ）、中村（ドムカル・
バルマ）、下村（ドムカル・ド）の 3つに分けら
れており、それぞれに村長がいる。上村内部はさ
らに標高の高い集落からクラムリック、チャン
チャクス、ゴンマ・コル、トンロスの 4つに分け
られる。これら 3つの村落で 245世帯、1499人（男：
787人、女：712人、2007年）が暮らしている注 1）。
この集落の歴史に関して、詳しいことは不明であ
るが、およそ 50年前まではラダーク王国時代に
ドムカル渓谷の領主として派遣されていたロンポ
家によって統治されていたとされる。インド独立
後に各州で順次進められた土地改革を通して、ロ
ンポ家が所有していた土地の多くは村民に配分さ
れたが、その後も村長として村の行政に関わり続
けていた。現在は村長も選挙によって選ばれるよ
うになっている。
　ドムカル渓谷がインダス川と合流する地点に位
置するのがドムカル下村であり、最も標高が低い

図1　ドムカル渓谷の地形図
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ドムカル上村はゴンマ・コル，トンロス，チンチャクス，クラムリックの4つの集落からなる。
図 1　ドムカル渓谷の地形図。ドムカル上村はゴンマ・コル、トンロス、

チンチャクス、クラムリックの 4 つの集落からなる。
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集落となる（標高 3,000 ～ 3,100m）。Medical Aid 
Center（以下、MACと略す）注 2）の世帯リストに
基づくと 2008年で 67世帯が属していた。ドムカ
ル下村から 5kmほど上流に位置するのがドムカ
ル中村であり、その集落はおもに 3,400 ～ 3,500m
にかけて分布している。ドムカル中村は規模が小
さくMACリストでは 42世帯が属すのみである。
最も標高が高い村落がドムカル上村であり、その
標高帯は 3,600 ～ 4,000mとなる。ドムカル上村
は渓谷のなかでも最も規模が大きな村落であり、
2008年のMACリストでは 86世帯が属していた。
ドムカル上村周辺までは氷河の浸食の影響を強く
受けており、特に最も標高が高い集落のクラム
リックは典型的な U字谷となっている。そのた
め上村村落の周囲は比較的平坦地に恵まれてい
る。一方でドムカル渓谷の下流部は河川による浸
食の影響を強く受けた V字谷であり、ドムカル
中村、下村の周囲は切り立った崖が迫っており、
村落内の平坦地は比較的乏しくなる。衛星画像の
分析に基づけば、ドムカル中村周辺の農耕地は
35ha程であり、世帯あたりの耕地面積が 0.8haほ
どであるのに対して、ドムカル上村周囲には比較
的平坦地が多く 90haほどの範囲あり、世帯当た
りの耕地面積は 1.0haとなる注 3）。
　筆者らは 2008年よりドムカル渓谷において、
人びとの居住や農業の形態、土地利用に関する調
査をおこなってきたが、特に詳しい調査をおこ
なったのがドムカル上村である。ラダーク王国よ
り派遣されたロンポ家の家屋もこの村落内に位置
しており、かつてはドムカル渓谷全体のなかで中
心的な役割を担っていたと考えられる。現地調査
として、2009年 1 ～ 3月にカウンターパートで
ある LEDeG（Ladakh Ecological Development Group）
と協力してドムカル渓谷の全世帯に関して世帯員
の名前やその居住地、職業などの聞き取りをおこ
なった。それら聞き取り調査の結果とMACが管
理している世帯リストとを照合し、村民リストを
作成した。それらの村民リストに基づいて、2009
年 7月にドムカル上村の全世帯を訪問して前回調
査の聞き取り内容を確認するとともに、新たに教
育状況や職業からの収入、所有する耕地面積や家
畜頭数などに関する聞き取りをおこなった。村長
や MACに勤務する Female Multi-purpose Medical 
Worker（以下、FMMWと略す）などに世帯の経

済状況や生活状況に関して聞き取りをおこなっ
た。これらの結果に基づいて、次節以降ではドム
カル渓谷における農業生産に関して概説するとと
もに、人口構成や村外居住者の就労状況、教育へ
の取り組みなどを説明し、社会的な状況の変化を
示す。これを通して山地における環境利用の変容
状況を考察する。

ドムカル渓谷における農業生産の概要
　ドムカル渓谷は源流からインダス川との合流地
点までおよそ 25km、標高差は 2,000mにも及ぶ。
集落が分布する範囲だけでも長さ 10km以上に及
び、ドムカル上村と下村には 1,000mの標高差が
ある。そういった標高差は村落の農業形態に影響
を与えている。表 1は、それぞれの村落の村長か
ら栽培可能な作物を聞き取ったものである。ドム
カル中村と下村では栽培可能な作物種には大きな
差はなく、非常に多様な品種の栽培が可能になっ
ている。自給用の主食作物としてオオムギ、コム
ギがあり、ソバ、エンドウマメ、ジャガイモなど
も栽培可能である。また、商品作物としてはマス
タードシード、レンズマメ、グリーンピースなど
が栽培されており、これらは西部のシュリーナガ
ルや周辺の駐留軍に販売している。標高が比較的
低いドムカル中村や下村では二毛作も可能であ
り、4 ～ 7月の表作ではオオムギ、コムギ、レン

3,600
4,000m

3,400
3,500m

3,000
3,100m

1表 1　ドムカル渓谷における村落の標高帯と栽培植物
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ズマメ、エンドウマメなどを栽培し、それらが収
穫された後にはソバ、アワ、マスタードシード、
他に自家消費用の野菜などが栽培される。一方で、
最も標高が高いドムカル上村では二毛作は不可能
であるし、栽培できる品種もかなり制限される。
ドムカル上村ではコムギの栽培も難しく、主食作
物としてはオオムギだけになり、その他、自家消
費用の野菜やジャガイモなどになる。商品作物も
政府によって推奨されているグリーンピースが辛
うじて生産できるのみである。栽培できる樹木も
村落の標高によって大きく異なっており、ドムカ
ル中村や下村では果実や種子を採取する用途とし
てアプリコット、オニグルミがあり、材木用とし
てポプラやヤナギが大きく育っている。一方で、
ドムカル上村で栽培可能なのはヤナギだけであ
り、標高が高いために樹勢もあまり強くない。
　ドムカル中村や下村では 4月上旬に、ドムカル
上村では 4月下旬から播種が始まる。標高に応じ
て村落ごとの作業の時期が 1ヶ月ほどずれる場合
があるが、農作業の内容そのものは大きな違いは
ない。3月中旬になると、冬の間に家畜囲いなど
に蓄えられた人畜の排泄物が耕地に投入されて作
付けの準備が始まる。その後、播種や犂耕を経て、
少区画潅漑のために畑の内部に小さな畦を作る。
播種から収穫までの期間は 1週間に一度程度の灌
漑が必要になる。定期的な降雨が期待できないラ
ダークでは、河川沿いなどを除いては植物がほと
んど育たないため、この潅漑は農耕を成立させる
うえで重要な作業となる。このとき同時に除草も
おこなわれ、それらは家畜の飼料として利用され
る。潅漑と除草は収穫前まで 3ヶ月間続くが、休
むことができない非常に厳しい労働であり、これ
ら作業は一般に女性が担っている注 4）。
　ラダークの農村では、農耕が主要な生業として
営まれてきたが、家畜飼養も複合的に営まれてお
り、生産性を高め生活を安定させるのに寄与して
きたとされる 7,8）。ドムカル渓谷で飼養されてい
る家畜は、ウシ亜科家畜のヤク、ウシ、ヤクとウ
シの雑種、ヤギやヒツジ、ロバである。表 2には
ドムカル上村における主要な家畜の飼養状況を示
している。ヤクは、チベットやヒマラヤを中心に
飼養される家畜であり、高所環境によく適応した
家畜である 9）。ドムカル渓谷においても、集落よ
り標高が高い山間放牧地で飼養されるのはこのヤ

クとヤク－ウシ雑種が主体となる。ヤクの主な用
途は搾乳であり、ヤク－ウシ雑種を生産する際の
父親としても価値が高い。ジニ係数注 5）から解る
ように、ヤクの所有に関しては少数の世帯が比較
的多くの頭数（10頭程度）を飼養しており、そ
ういった世帯は標高が高いクラムリック集落に集
中する傾向がみられた。ウシは高所への適応能力
がヤクと比べて低いため山間放牧地で飼養される
ことは少なく、村落を中心とした地域で飼養され
ている。用途は搾乳が主なものであり、ヤク－ウ
シ雑種を生産するときの母親にもなる。頭数に関
してヤクとウシでは大きな差はみられないが、ジ
ニ係数はウシの方が低く、比較的多くの世帯が少
頭数飼を飼養する傾向がみられる。これはウシの
飼養が比較的簡便なためであり、世帯は 2 ～ 3頭
を飼養して日々の搾乳などをおこなっていた。ヤ
ク－ウシ雑種は、ヘテローシスによって両親より
も能力が高くなり、雄の場合は体が大きく、雌だ
と搾乳量が大幅に増加する。ラダークの場合、雄
ヤクと雌ウシという組み合わせが一般的である。
雄は犂耕や荷役のための役畜として利用されてお
り、雌畜は搾乳用の家畜として価値が高い。
　ヤギやヒツジは村落周辺で飼養されている。こ
れらの放牧に関しては、専任された世帯に管理を
委託している場合や、5 ～ 6世帯がまとまって輪
番で放牧をおこなう場合などがみられた。ヤギや
ヒツジは搾乳、ウールの採取がおこなわれる他、
繁殖が早いために現金が必要な場合には積極的に
個体が販売されているが、近年は乳製品の需要の
低下にともなって搾乳をおこなわない世帯も増え
ている。また、ヤギやヒツジの糞尿は特に良質な
肥料として評価されており、農耕を営むうえで欠
かせない。ロバは荷役のために利用されている。
かつては、チャンタンやラダーク外との交易で活

ヤク
ヤクｰウシ雑種

雄 雌
ウシ ヤギ・ヒツジ

113 54 7595 564

ロバ

49

隠居などにより土地や家畜を所有していない世帯を除いた74世帯を
対象とした調査である。ヤクｰウシ雑種以外の家畜種に関しては雌雄

を合わせた頭数であるが，2歳以下の子供は含んでいない。

0.87 0.45 0.460.46 0.55 0.82

0.7 1.01.3 7.6 0.71.5

総数

世帯平均

ジニ係数

表2　ドムカル上村における家畜飼養状況表 2　ドムカル上村における家畜飼養状況
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躍しており、村落でも道路が整備される以前は荷
役の主役を担っていたと考えられるが、現在では
ジニ係数が示すように軍事輸送に従事する 10世
帯前後が 4 ～ 5頭ずつを飼養しているに過ぎない。
　上述したようにドムカル上村は農耕という視点
から見ると不利な立地であるが、家畜飼養という
視点から見ると、ドムカル渓谷の環境利用のなか
でも重要な意味を担ってきたと考えられる。渓谷
のなかで集落が分布しているのは標高 3,000 ～
4,000mの範囲であり、それよりも標高が高い部
分は山間放牧地として利用されており、それら山
間放牧地の管理とここでの放牧作業を主に担って
きたのがドムカル上村である。6 ～ 8月の間、ヤ
クやヤク－ウシ雑種はこれらの放牧地で放牧され
る。山間放牧地では、いくつかの世帯から家畜管
理を委託されたジョンパ、もしくはプルパ注 6）と
呼ばれる放牧と搾乳を担う人びとが 2 ～ 3人一組
となって 50 ～ 100頭の家畜からなる放牧グルー
プを形成している。2008年の夏には放牧グルー
プは 2つしかなく、2人のジョンパによって管理
される 70頭前後の群れがララスに、3人のジョ
ンパによって管理される 100頭前後の群れがスパ
ンクルに滞在していた（図 1）。20年ほど前まで
は 5つ以上の放牧グループがあり、300頭以上の
ウシ亜科家畜が山間放牧地に滞在していたとさ
れ、そういった家畜の放牧作業は大部分がドムカ
ル上村の人によって担われていたとされる。こう

いった山間放牧地の利用は現在では縮小傾向にあ
り、利用されなくなった放牧地も見られる。しか
しながら、村落周辺の農耕と山間放牧地における
家畜飼養とは現在でも複合して営まれている。夏
季は山間放牧地に滞在する家畜も冬季には村落周
辺に連れ戻され、ムギワラなどの飼料が給与され
るし、逆に糞尿は肥料として耕地に還元される。
山間放牧地のヤクと村落のウシの交配によってヤ
ク－ウシ雑種が生産され、その雄は伝統的に犂耕
の役割を担ってきた。すなわち、渓谷における標
高に応じた環境間の結び付きのなかでこれら 2つ
の生業は営まれてきたのである。

ドムカル上村の村外居住者の就労状況
　ラダークでは、集落での農耕や果樹栽培、渓谷
全体を利用した家畜飼養、それらの生産物を商品
としてチャンタンなどの地域と結んだ交易が、人
びとの生活を支えてきたとされるが 7,8）、こういっ
た生業のあり方はすでに変化してしまった部分が
大きい。図 2にはドムカル上村における人口構成
を示している。このデータは、各世帯に訪問した
聞き取り調査の結果と村落のMACが管理してい
る世帯データとを照合し、両者に含まれるものを
世帯員とみなしている注 7）。このデータに基づく
と村落に所属する世帯は、現状では 82世帯 552
人を数えるが、このなかの全員が村落に居住して
いるわけではない。一年のうち村内に居住する期
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間が 6ヶ月以上のものを村内居住者、それ以下の
ものを村外居住者とした場合、277人は村外居住
者であり、およそ半数は村外に居住していること
になる。平均の世帯人数を算出した場合、全体で
は 6.7人となるが、村内居住者のみに限定した場
合には 1世帯当たり 3.4人となる。平均年齢に関
して、村内外居住者全体の場合、男性では 33.6歳、
女性は 33.9歳であるが、村内居住者のみに限定
すると男性 40.9歳、女性 38.5歳となり、年齢層
の高い人ほど村内に居住する傾向があることを示
している。人口構成をみても男女ともに最も村外
居住が多いのは 10 ～ 20代であり、6割以上を数
える。男性に関しては、10 ～ 50代までの半数以
上が村外に居住していることになる。
　10代で村外居住者は、ほとんどが就学を目的
としている。なかには、親とともに生活の拠点を
レーなどの都市に移した場合も含まれるし、僧に
なるため親元を離れ寺院で修行している場合もわ
ずかに含まれる。インドにおける一般的な教育課
程は、6歳で入学してプライマリースクール 5年、
ミドルスクール 3年、ハイスクール 2年、ハイセ
カンダリースクール 2年、カレッジ 2年、ユニバー
シティ 3年となっている。学年ごとに昇級のテス
トがあり、プライマリースクールであっても昇級
できないことがある。ドムカル上村の場合、村落
の中心部にはミドルスクールまでの学校があり、
ここで 15歳前後までを過ごすことになる。他に
も、チャンチャクス、クラムリック、トンロスに
はプライマリースクール 3年次までを担当するコ
ミュニティスクールがあり、低学年のうちはそれ
らに通うことになる。ただし、高校以上になると
近くともドムカル下村のハイスクールに通わなけ
ればならず、この場合、週に一回程度帰宅しなが
ら寄宿舎で生活するようになる。10代における
村外居住者の詳細を見ると、15歳以下では村外
居住の割合は 49％であるのに対して、15歳以上
になると 75％と急速に増加しており、高校進学
を一つの機会としてドムカル上村を離れる傾向が
あることを示している。20代も男女ともに最も
村外居住者が多い世代であるが、大学に進学する
ためにレーやジャンムーに滞在しているものも多
く、そういった学生は 20代の村外居住者のなか
で 36％を占めている。
　現在ではドムカル上村のように地域の中心から

離れた村落であっても、多くの子供たちが高校や
大学へと進学することが一般的になっている。図
3には、ドムカル上村における年代別の最終学歴
の平均値とそのジニ係数を示している。ドムカル
上村ではプライマリースクールが 1962 ～ 1963年
に開設された。しかし、ミドルスクールは併設し
ておらず、進学するにはドムカル下村やカルツェ
にあるミドルスクールやハイスクールに行かなけ
ればならなかった。ようやくドムカル上村の学校
にミドルスクールが併設されるのが 1997年であ
る。子供達が通い易いようにここ数年の間にチャ
ンチャクス、クラムリック、トンロスにもコミュ
ニティスクールが設けられた。学校の建設の歴史
が示すように、ドムカル上村で学校に通う子供が
出始めたのがおよそ 50年前、今の 60代の人びと
からであるが、通学はまれなことであったと考え
られる。以降、少しずつ進学する人びとも増えて
くるが、一般的に教育を受ける機会は女性よりも
男性の方が多かったと考えられる。その後、少し
ずつ教育状況が改善されていき、男女ともに教育
を受ける割合は増えている。今の 20代からは急
激に進学するものが増えており、教育機会の偏り
も男女ともに急激に解消され、ほとんどがハイス
クール以上に進学するようになっている。ドムカ
ル上村でも子供たちへの教育を重視する姿勢が鮮
明になっており、高校への進学が 1つの村を離れ
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る機会になっている。それを機会にさらに進学・
就職することでレーやジャンムーへと移住してい
く傾向がある。
　ドムカル上村の現状として、村外居住者がどの
ような職業についているのか、20代から 50代ま
での就業の状況を示したのが表 3である。村外居
住の男性 116人のうち就労状況が明らかになって
いるのが 99人であるが、そのなかで最も多いの
が軍人である。軍への入隊は 18 ～ 20歳くらいか
らであり、体力試験と筆記試験が課される。軍人
は毎月 18,000Rs以上の給料を保証されており、
勤続期間はおよそ 20 ～ 25年程度である。退役後
は、現役時の半額（月額 5,000 ～ 8,000Rs）の年
金が生涯給付される。ラダークは現在でもパキス
タンや中国との国境係争地であり、紛争も絶えな
いために大規模な軍隊が常駐している。最前線に
あるために常に一定数以上の求人があり、かつ学
歴とはあまり関係なく就職可能である。給料も十
分に安定しているためにドムカル上村も含めたラ
ダック全般において最も人気の高い職業である。
軍人としての直接的な雇用以外でも、人びとの生
活と軍隊とは密接に関わっており、軍隊駐留地内
におけるサービス業（ドライバーやコックなど、
月収 3,000 ～ 7,000Rs）に従事しているものも見
られる。後述するが、村内に居住している男性で
あっても季節的に軍事物資の輸送に従事している
ものもいるし、村落で生産された野菜やマメは近
くの駐留軍に販売されることも多い。現在、車の

ドライバーや店舗経営に従事しているものであっ
ても、軍からの退職金を車購入や店舗開業の資金
としている場合が多く見られる。現在のラダーク
では、雇用や経済に関して軍隊との関連なしでは
成立しなくなっているのである。
　軍人に次いで多いのが車のドライバーである。
ドライバーの収入は車を所有しているのか、ある
いは雇用されているのかによって大きく異なる。
現在、レーに在住するドライバーによると、自ら
車を所有して夏季には旅行者のツアーなどで、観
光のオフシーズンには現地人の荷物運搬で働いて
おり、一年間でおよそ 100,000Rsの利益が得られ
るとされる。バスやタクシー会社に雇用された場
合には一月で 5,000 ～ 7,000Rsほどの月収が得ら
れる。ドライバーになるには運転免許が必要であ
るが、軍に所属しているときに免許を取得して、
退職金で車を購入してドライバーになる場合も多
い。ドライバーと関連して、ラダークの観光産業
と関連する職業がツーリストガイドである。夏季
に多く訪れる外国人観光客を対象としてガイド兼
通訳を担当しているものを指している。ガイドに
なるための資格は特になく、旅行代理店に登録す
ることで仕事が紹介されることが多い。現在、ツー
リストガイドに従事している 6人に関して、ほと
んどがハイスクール以上の学歴であり、2人はカ
レッジを卒業している。ラダーク地域は国境地域
として治安に不安があるため、年によって観光客
の人数が異なり、ツーリストガイドとしての収入
も不安定になることが多い。現在、ツーリストガ
イドに従事しているものであってもほとんどが公
務員や私企業での仕事を求めており、継続的に従
事する職業とは考えられていない。
　ドムカル上村を含めたラダーク地域の人びとに
とって教育は非常に重要な課題であり、子供たち
の教育にも非常に積極的に取り組んでいる。その
目標は安定した職を得ること、すなわち公務員に
なることである。収入面では軍人も十分魅力的で
あるが、給料も高く安全で長く努めることができ
る公務員こそが最も人気の高い職業である。ドム
カル上村出身者のなかにも地方公務員試験を合格
して地域政府の要職を担っている場合もある。し
かしながら、公務員の定数は地域ごとに限られて
いるし、教員も含めて今後も多くの増員は望めな
い。私企業に職を求めたとしてもラダーク地域内
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での企業は数も規模も限られているし、就職が難
しい状況に関しては低地インドでも大差はない。
ドムカル上村での教育への取り組みにみられるよ
うに、今後は村落出身者であっても高学歴の人材
が増加していくと考えられるが、就職先としての
公務員や企業は限られており、NPOなどの活動
機関を含めても高学歴の人材の受け皿が十分とは
考えにくい。
　ラダーク地域における伝統的な生業として生態
環境の異なる地域を結んだ交易がおこなわれてき
たが、現在のように道路網が発達し、モータリゼー
ションが進むなかでは、車を所有しない個人が交
易に入り込む余地はかなり小さくなっている。一
方で、子供の教育や日常生活のために現金収入の
重要性は増している。そういった状況のなかで、
現金収入を求めて日雇いの単純労働に従事する人
も多くみられる。一般的に日雇い労働の内容は、
道路の建設や補修、農作物の収穫、家屋の建設な
どにおける肉体労働を指している。こういった単
純労働の場合、春にはヤナギの枝打ち、夏季には
道路の補修や家屋の建設、秋にはオオムギの収穫
といったように、冬以外はなんらかの労働はある
ものの、ラダーク地域にはネパールや他州からの
出稼ぎ労働者も多くおり、そういった人びととの
競合のなかで就業機会は限られる。しばしばレー
で日雇い労働に従事する村人の情報では、レーで
の日雇い労働で仕事が得られるのは一年で 2 ～
3ヶ月ほどであるとされる。賃金は、仕事や出身
地に関係なく一日 150 ～ 250Rsである。同じよう
な日雇い雇用のなかでも、木工や大工、石組みと
いった専門的な技術を持つ場合には比較的働ける
機会も多く、賃金も一日 300 ～ 400Rsとなる。上
述したように交易に個人が参加することは難しく
なっているわけであるが、アプリコットやクルミ
をレーの路上で販売したり、小さな小売店を営業
するなどの商売に従事するものも少なくはない。
こういった零細な商売や日雇い労働は収入が安定
せず、夫婦がどうにか生活できる程度であるとさ
れるが、定職のない人びとにとって現金収入を得
るための貴重な場となっている。
　女性の場合、20 ～ 50代の村外居住者 57人の
うち就業状況が明らかなのは 25人であり、定職
に就いていない場合も多く見られる。女性の就業
者のうちで多いのが森林局や電源開発局といった

政府系の職員である。男性の場合には軍人やドラ
イバーが主要な就業先となっていたが、現状では
そういった職業は女性に対して門戸を開いていな
い。図 3にみたように近年は村落においても女性
の高学歴化が急速に高まっており、MACの職員
やプライマリースクールの教員のように女性が就
職しやすい仕事もあるものの、数少ない公務員や
企業の定職をめぐる競争は激しくなっていくこと
が予想される。

ドムカル上村における村内居住者の生活と
労働
　図 2に見られるようにドムカル上村における村
内居住者は村落人口の半数ほどになっている。当
然、村落での生活は農耕や家畜飼養が中心となる
わけであるが、同時に多くの人びとが何らかの現
金収入源を求めている。村内居住している場合の
安定した現金収入源は非常に限られており、定職
としては村内における学校の教員（女性 4人）や
MACの職員（女性 2人）などしかなく、または
退役軍人（15人）として年金を受け取るくらい
である。それ以外では、山間放牧地において他世
帯から委託された家畜管理を受け持ち、そこで得
られた乳製品を販売して現金を得る世帯（5世帯）
や、同様にヤギやヒツジの放牧を村落周辺でおこ
なうことで収入を得る世帯（2世帯）もみられる。
また、車を所有してドライバーとして近隣の人や
荷物の運搬を請け負っている場合（2人）やドム
カル上村内で小さな店舗を経営している場合（2
世帯）も見られる。
　村落に滞在しながら季節的に従事する労働とし
てはカルギルの軍隊駐留地周辺でロバを利用して
物資運搬に従事するというものである。この数年、
村落に居住しながらこの労働に従事しているのは
12人ほどであるが、かつてはもっと多くの男性
がこれに参加していたという。5 ～ 10月にかけて、
ロバ 3 ～ 5頭を連れてカルギルに滞在し、軍から
依頼があれば食料や生活物資などの運搬に従事す
る。カルギルでの滞在費やロバの飼料代は本人が
出費しなければならないが、10年までは多い年
で 80,000Rsほど、少ない年でも 30,000Rsの収入
は得られていたとされる。かつては、カルギルの
イスラム教徒はロバを飼養しておらず、軍からの
物資運搬の仕事はインダス川下流域から集まって
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きた仏教徒がほぼ独占的に受注していた。近年は
イスラム教徒もロバを飼養するようになり、イス
ラム教徒が大半を占めるカルギルでは軍からの仕
事もイスラム教徒の方が受注し易い環境にあるた
め、ドムカル上村の人びとが受注できる仕事が
徐々に減ってきているとされる。ここ数年は、カ
ルギルに滞在していても一ヶ月間仕事の依頼がな
いこともあり、収入が多い年でも年間 40,000Rs
程度にしかならないという。これらカルギルにお
ける物資運搬の仕事以外にも、冬だけレーに滞在
して乾燥アプリコットを販売しているものも居る
し、家計が苦しい世帯では男女に関わらず、ドム
カル渓谷の周辺や、あるいはレーまで出掛けてい
き、日雇い労働者として他世帯の収穫の手伝いを
したり、家屋建築の手伝いをしたりする。その他、
女性の場合にはアラック（蒸留酒）を作って売っ
たりして現金収入を確保しているのである。
　このように村内に居住していても現金収入を求
めていく姿勢は、現在の農耕がほとんど現金収入
に結びつかないことが影響している。本来、ラダー
クの人びとにとっての主食は炒ったオオムギを粉
にひいたツァンパであったが、30年以上前から
政府からの配給として低地インドのコムギやコメ
が安価で提供されている。配給の価格はコムギ粉
420Rs/50kgであり、コメの場合は 650Rs/50kgと
なる。この他、ケロシン 230Rs/一缶（20リットル）
や砂糖 14Rs/kgも一定量が配給として供給されて
いる。こういった安価な配給を背景に、ここ 10
年で主食の地位はオオムギからコムギへと移りつ
つある。ツァンパは、朝食や軽食としては食され
るものの、夕食などではコムギ粉を用いたトゥク
パ（うどん）などが主流になってきている。配給
による低い食料価格とオオムギの主食としての地
位の低下により、オオムギはチャン（発酵酒）や
アラック（蒸留酒）などに加工される場合を除い
ては現金収入源とはなり得ない。ドムカル上村の
数少ない商品作物としてグリーンピースがある。
これは 3 ～ 4年前に政府により導入されたもので
あり、年によって相場が上下するが 10 ～ 20Rs/kg
で取引されており、ほとんどがシュリーナガルに
輸出されている。2008年にグリーンピースを売
却した世帯は 55世帯があったが、それらの世帯
で売却から得られた平均額は 5,528Rsであり、中
央値で 4,500Rsであった。もちろん、収入額はそ

の栽培面積によって異なり、30,000Rsほどの収入
を得ていた世帯も見られたが、ほとんど世帯では
10,000Rs以下であり、収入としては定職から得ら
れる一ヶ月分の給料ほどにしかにならない。標高
が低いドムカル中村や下村では付加価値の高く
70Rs/kgほどで売却されるレンズ豆も栽培可能で
あるが、標高が高いドムカル上村では作物種も限
られる。
　ラダークにおける農耕では定期的な灌漑が必須
であり非常に手間が掛かる。しかしながら、アク
セシビリティに乏しく、外部地域と接触に乏し
かったかつてのラダークでは、貴重な食料獲得の
手段として伝統的に維持されてきたと考えられ
る。現在では、政府の配給によりかなり安価食料
の購入が可能になり、必須の生業ではなくなりつ
つある。レーの近郊や軍隊駐留地の周辺の村落で
あれば、新鮮な野菜などを販売することで農耕も
現金収入源となり得る。しかし、ドムカル上村の
ように標高が高く作付けが制限される村落ではそ
れも難しい。こういった状況のなかでより安定し
た現金収入を得ることができる職を求めて子供へ
の教育に熱心に取り組んでいるのである。一方で、
より高い教育を受けさせるには費用が掛かる。ド
ムカル上村の場合、ハイスクールに進学するには
ドー村やカルツェに住む必要がある。公立ハイス
クールであれば授業料は無料であり、学校付属の
ホステルで生活すれば居住費も掛からないが、教
材費や制服などの費用として年間 2,000Rsほどが
必要となる。大学以上に進学するとさらに費用は
増える。レーのプライベートカレッジに通った場
合、生活費や授業料を含めて年間 70,000Rs、公立
のカレッジで年間 40,000Rsを必要とするのであ
る。ジャンムーの学校に通った場合にはさらに費
用が掛かるとされる。こういった傾向のなかでよ
り多くの現金収入を求めてレーやカルツェに人口
が流出し、農村の空洞化が進行していると考えら
れる。
　数値として把握できていないが、ドムカル上村
では休閑地が増えている。村落居住者に限定した
場合の世帯人数は 3人程度であるが、そのなかで
子供や老人、あるいは短期的にカルギルやレーに
働きに出ている人間を除くと、世帯における実質
的な労働力はほぼ世帯に 1人程度の中年女性がい
るに過ぎない。犂耕や播種、収穫のときにはレー
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に住んでいる親族も村に集まり、村内でも世帯間
が共同で取り組むので問題は生じにくいが、5 ～
7月にかけての日常的な灌漑・除草などの作業は
ほぼ村落に居住する 1 ～ 2人の女性が担うことに
なる。2009年 7月に悉皆調査をおこなった際に、
現在の生活で最も困難な部分を訪ねた場合、労働
力の不足を挙げることがほとんどであった。村落
に滞在する女性は、一人で家事、農作業、子供の
世話、村での共同労働などで休みなく働かなけれ
ばならない。そういった状況のなかで、管理でき
なくなった農耕地が少しずつ増えているのであ
る。農耕に替わって比較的手間の掛からないヤナ
ギの植林への転換する世帯も少なくないが、標高
が高いドムカル上村では樹木の生長も遅く、必ず
しも有効な土地利用とはなり得ていない。
　前述したように山地地域では農耕と家畜飼養が
結びついた混合農業として生業が維持されてきた
とされるが、農耕の衰退は家畜部門にも影響を与
えている。表 2ではドムカル上村における家畜飼
養の状況を示しているが、ヤク－ウシ雑種の雄は、
その大きな体格を活かして 2頭で一組となり犂耕
の場面で活躍してきた。したがって、犂耕をおこ
なうには少なくとも 2頭の雄のヤク－ウシ雑種が
必要となる。例えば、世帯当たり 50アールほど
を耕作する雲南省のチベット村落の事例では 10）、
機械化が進んでトラクターが犂耕を代替すること
が多くなっているが、それでも世帯当たり 1.5頭
程度の雄のヤク－ウシ雑種を犂耕のために飼養し
ている。ドムカル上村の耕地面積は世帯当たり
1haに近いが、雄のヤク－ウシ雑種は世帯当たり
1頭にも満たない頭数しか飼養されていない。も
ちろん、不足する部分は世帯間での貸し借りによ
り補うことも可能であるが、耕地面積に対してか
なり少なく、休閑が進むとともに犂耕用の家畜も
減少していると考えられる。この他にも、村人の
話では農耕の衰退は、冬季の家畜飼料（ムギワラ
や栽培飼料）の減少していることを示しており、
それによって家畜飼養の規模の縮小せざるを得な
くなっているとされる。ドムカル上村における過
去の家畜飼養状況については明らかではないが、
山間放牧地における放牧グループは 20年前には
5つあったものが近年は 2つに減少したとされる。
また、食事において必須であったバターも低地イ
ンドから安いものが輸入されており、それらで代

替される場面も増えている。そういったバター需
要の低下も家畜飼養の衰退と関係していると考え
られる。

おわりに
　これまで述べてきたように人びとの生活は、ラ
ダーク地域を取り巻く状況の変化のなかで大きく
変わりつつあると言える。中国やパキスタンとの
係争地域として軍隊の存在が大きく、就職先とし
て以外にも、軍隊駐留地における物資輸送や軍隊
への農産物販売でも依存度合いは大きい。また大
きな変化のただなかにある中国国内のチベット地
域と比較して「古き良き」チベットが保たれてい
るラダークは、観光地として人びとを引き付けて
いる。現金収入源としてのドライバーやガイドと
いった仕事は現在でも重要な職業であり、ツーリ
ズムは軍隊と並んでラダーク地域の人びとの生活
に影響を与え続けるであろう。一方で、安く配給
される食料配給のなかで食料価格は総じて低い。
レーなどの都市部や駐留軍に対してマメや野菜な
どの生鮮食品を販売することも可能であるが、ド
ムカル上村のように標高が高く栽培作物も限られ
る村落では農業が安定した現金収入源となること
は難しい。農業が現金収入源としては期待できな
いなかで人びとは村外での就職を希望しており、
それが近年の高学歴志向に反映されている。ドム
カル上村出身者のなかでもレーやジャンムーでカ
レッジを卒業する人も少なくないが、ラダーク地
域における公務員への就職は限られるし、私営企
業の数も限定されるなかで、高学歴者であっても
就職は厳しい状況にある。このようにして村落は
空洞化が進んでいると言える。
　かつてのドムカル渓谷の人びとの生活物資の循
環は、狭くはドムカル渓谷の範囲で、広く捉えた
としてもラダーク、チャンタン、カルギルの範囲
内でほぼ完結したと考えられる。ドムカル中村や
下村で生産されるコムギやマメ類は重要な食料で
あり、アプリコットは重要な輸出産物になってい
た。ドムカル上村は夏季に家畜を収容する山間放
牧地を管理する存在であったと考えられる。農耕
と家畜飼養は相補的に結びつき渓谷全体で山地混
合農業が成立するなかで、それぞれの村落はその
標高に応じた役割を担っていたと考えられる。し
かしながら、現在は村落自体が空洞化するなかで、
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農業が担う役割も低下し、家畜飼養も縮小傾向に
ある。このことはドムカル渓谷における標高差に
基づいた異なる自然環境の結び付きが低下してい
ることを示すが、同時に異なる標高帯に位置する
村落間の社会的な結び付きにも影響を与えている
と考えられる。ドムカル上村村長の話では、ドム
カル中村や下村の人びとも、夏季には家畜を山間
放牧地に放牧してきたが、その際には管理役が家
畜の行動を制御していたとされる。しかしながら
近年は、それら下流部の人びとは管理役がいない
状態で家畜を山間放牧地に放置しているだけであ
り、その結果、秋になるとしばしばドムカル上村
の畑に侵入し、家畜による食害を引き起こしてい
るとされる。また、政府の主導によりドムカルの
豊富な水流を利用してインダス川沿いの荒れ地を
開墾する計画が進められているが、そういった新
たな開墾地の権利に関しても上流と下流の村では
意見が対立し、村落間での火種となっている。
　現在はそれぞれの標高帯の村落が、外部地域と
直接的に結びつくことが可能になっており、相補
的な関係として渓谷単位でまとまる必要はなく
なっている。従来の共同的な関係が薄れ、逆に水
や土地をめぐる競合関係の意味合いが強くなれ
ば、山地における垂直性が持つ意味も変わってく
るのではないだろうか。

注
1）　統計局での聞き取り結果に基づいている。
2）　MACには、血圧計や聴診器などの簡単の診
察用の器具を備えており、症状に応じて風邪
薬や頭痛薬、降圧剤などの薬を無料で処方す
るが、難しい症状には対応できない。この他、
村内での出産や死亡などの状況も把握して
いる。

3）　これらの数値は、衛星画像（クイックバード、
解像度 50cm）に基づいて畦の形状から読み
取った耕地面積の概算値に基づいている。そ
れぞれの村落周辺の耕地面積を村落に属する
世帯数で割った数値を世帯当たりの耕地面積
として示している。しかしながら、ドムカル
渓谷における耕地の所有形態は複雑であり、
ドムカル上村の世帯であってもドムカル下村
の範囲に耕地を所有している世帯もみられる。

4）　ラダークでは、乏しい水資源を巡って住民間
で争いに発展する場合があり、村落ごとに
チュルポンと呼ばれる水管理を担う役職が置
かれていることが多い。しかしながら、ドム
カル渓谷はかなり水量が豊かで安定している
ため、特に水管理を担うための役職は設けら
れていない。

5）　ジニ係数は、ローレンツ曲線に基づいて所得
分配の不平等さを示す指標として用いられて
いる。係数は 0から 1の範囲で表され、値が
0に近いほど格差が少ない状態、1に近けれ
ば格差が大きい状態を示す。表 2では、家畜
に関して世帯ごとの所有のバラツキを示す指
標として用い、図 2では受けた教育課程のバ
ラツキを示すために用いている。

6）　ジョンパは「乳搾りを担う者」、プルパには「放
牧小屋に滞在する者」という意味がある。

7）　聞き取りデータやMACリストにおいて、世
帯員と見なされているのは、同一世帯の出身
者とそれら出身者と結婚したものである。村
に居住していなくとも家族とみなされる。例
えば、子供がレーなどの都市部に勉強や働き
に出ている場合であっても、それは家族とし
てみなされており、その後、レーで結婚した
場合、その配偶者も世帯員になったものとみ
なされる。世帯員と見なされなくなるのは死
亡や婚出の場合である。
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Summary

Social Transition in a Ladakhi Village, northwestern India
― The Relation between Man and Nature in the Mountainous Area ―

Yamaguchi Takayoshi

Research Fellow of the Japan Society for the Promotion of Science, 
Center for Integrated Area Studies, Kyoto University

    Although mountainous areas have been considered to be generally isolated, today, the livelihoods of the 
inhabitants of these areas are rapidly changing through more linkages with the external world. Anthropologists and 
geographers have analyzed the use of the natural environment in these areas from the viewpoint of “verticality,” a 
concept that should be reassessed in keeping with the recent social transition. The objectives of this study are to 
describe the recent changes in the mountain community and to discuss the transformation in the use of the 
environment on the basis of a case study of a Ladakhi village in northwestern India.
    Half of the people who were born in the village stay outside it in order to go to school or work. Ladakh is a 
disputed territory among India, Pakistan, and China. Thus, a major part of the village population joins the army; 
alternatively, they work as transporters or cook in the army camps. Ladakh is also a popular tourist site and 
villagers earn money by serving as drivers and tourist guides. Since grain prices have fallen owing to the food 
distribution policy, crop farming is no longer considered to be an income source, which promotes out-migration and 
diplomacy. The decline in agriculture and village hollowing might gradually weaken the organic and social linkages 
in a valley; thus, it is necessary to broaden the scope of the current concept of verticality rather than treating it as a 
watershed concept.

Keywords: Mountainous area, Village community, Off-farm works, Mixed agriculture, Ladakh




