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インド北部ラダーク山岳地帯の移牧民の生業構造
―ドムカル村における食料摂取の視座から―

平田昌弘

はじめに
　牧畜とは、動物の群を管理し、その増殖を手伝
い、その乳や肉を直接・間接に利用する生業のこ
とである 1）。遊牧、半農半牧、移牧と呼ばれる生
業は、全て牧畜の下位分類である。インド北部に
は、ヒマラヤ山脈やカラコルム山脈が貫通してお
り（図 1）、その標高差を利用してチベット系の
移牧民の人びとが季節的に上下移動しながら農業
や家畜飼育を営んできた。このチベット系移牧民
の人びとは、どれほど自己生産した乳・肉や野菜・
穀物に依存しているのだろうか。家畜に依存して
生活を成り立たせているとされる牧畜論考におい
て、高地環境で家畜飼養と農業の両方をおこなう
移牧民の栄養学的調査は、その生業構造の分析や
牧畜の成り立ち、また、移牧民の高地への適応方
法を考察するにおいて極めて興味深い。
　本研究では、インド北部ジャンムー・カシミー

ル州ラダーク管区の山岳地帯において、食生活の
視点から移牧民の生業構造の特徴を把握し、食料
摂取法の視座から移牧民の高地環境への適応戦略
を考察し、移牧という事例を通して牧畜論を再考
することを目的とした。

調査世帯と調査方法
調査地と調査世帯
　ラダーク管区には、高峰を有するヒマラヤ山脈
やカラコルム山脈が走り、標高が主に 3,000m以
上の高山地帯が広がっている。ラダーク管区の中
心地レーでは、月別平均気温が夏の 7月～ 8月に
約 20℃、冬の 12月～ 1月には約 -10℃と冷涼で
ある（図 1）。気温は標高が高くなるにつれて更
に低下し、ラダーク管区においてはこの低温気候
が農作物栽培および家畜飼育にとっての一つの制
限要因となっている。降水は一年を通して少なく、
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　栄養学的視点から、移牧民の生業構造の特徴を把握し、高地環境への適応戦略を考察し、移牧とい
う事例を通した牧畜論を再考するために、インド北部のラダーク山岳地帯において移牧民世帯と定住
世帯について現地調査をおこなった。食料摂取の特徴は、1）起床後直ぐの目覚めのお茶、朝食、昼食、
夕方のお茶、晩食の 1日 5回の食事で組み立てられていること、2）日常の食において肉は摂取され
ていないこと、3）肉を摂取せず、豆類、新鮮・乾燥野菜と乳製品を多用し、穀物類を摂取すること
により、必要な大部分の栄養素はまかなわれていること、4）食料摂取における穀物類の貢献度は食
材の中では最大であること、5）自給する大麦よりも購入した小麦・米の方が摂取量は多くなってい
ること、6）塩バター茶や甘乳茶を頻飲するために脂肪摂取において乳製品は伝統的に重要な食材と
なっていたこと、7）特に冬・春において豆類の存在はタンパク質供給源としては重要であること、8）
味付けに強烈な風味を添えるスパイスを多用していること、とまとめることができる。そして、栄養
摂取の視座からラダーク移牧民の高地環境への適応を分析すると、1）穀物類、ヤク交雑種、そして、
高地でも栽培可能な豆類を巧みに利用し、また、2）限られた土地面積という山岳環境で、ある一定
の人口を扶養するために肉を摂取せず、食材の利用効率を最大限に高めるために穀物類、野菜、乳製
品とを摂取する戦略をとっていると、その特徴をまとめることができる。ラダークの人びとは、肉と
いう贅沢品を食うという貪欲性よりも、より多くの人びとと共存せんがために穀物類、野菜、乳製品
を食うという「謙虚性」で生きているのである。

キーワード：移牧、乳製品、大麦、豆、肉、有限性、謙虚、高地適応
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レーでは年間でも平均で 117mmしかない 2）。天
水では農作物栽培が不可能な地域である（写真 1）。
ラダーク管区は乾燥した冷涼な生態環境にあると
いえる。
　レーから北西に約 250kmのところにドムカル
村の集落がある（図 1）。ドムカル村は、谷沿い
にゴンマ村（上村）、バルマ村（中村）、ド村（下
村）と展開している。本研究では、標高 3,800m
に位置するゴンマ村の定住世帯（定住 TA世帯）、
標高 3,000mに位置するド村の移牧民世帯（移牧
TD世帯）で、食料摂取の種類や量について測定
すると共に、農業歴・牧畜歴、および、生業に関
わる文化項目についてインタビューした。TA世
帯も TD世帯も、家畜を飼養しながら、屋敷の周
辺や隣村に大麦や野菜などを栽培する半農半牧世
帯である。TA世帯は周年定住、TD世帯は季節的
に家畜の放牧を上下に移動させる移牧を今も継続
している。TA世帯では、7月上旬～ 9月上旬ま

での 2ヶ月間、泌乳家畜は親戚に頼み、より上方
にある夏の放牧地にて放牧させている。家畜放牧
委託料は、バターとチーズの全生産物の内から
TA世帯がバター 3kg/月のみ引き受けることで親
戚と契約している。乾乳中の家畜は、上方の夏の
放牧地で牧夫が付かずに自由に放牧させており、
秋になったら家畜の方から戻ってくるという。
TD世帯では今も家族の一員（主人、妻の妹、長
男の妻）が上方の夏の放牧地に家畜を連れ出して
移牧を営んでいる。民族系統はインド・イラン語
族アーリア系とチベットの混血が進んだラダキー
と呼ばれる人びとであり、言語系統としてはチ
ベット語西部方言ラダーク語を使用している。チ
ベット仏教を信奉する人びとである。
　2009年 3月における家族構成を表 1に示した。
ゴンマ村 TA世帯では 10人（内、別居 3名）、ド
村 TD世帯では 7人（内、別居 2名）である。TA
世帯の主人は軍隊で働くが、長期休暇をとって農

図 1　インド北部のジャンムー・カシミール州ラダーク管区と調査地（▲）の位置。
（出典）国立天文台編 2）。
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業を手伝うこともある。同居の兄が家畜の世話に
あたっている。9月時点では、主人が軍隊を退職
して同居し、畑仕事に専業するようになり、代わっ
て兄が軍隊に勤め始めた。TD世帯の主人は、軍
隊で働いていたが退職し、今では恩給を貰いなが
ら農業のみに携わっている。家畜の世話は、妻と
妻の妹が担当している。
　家畜頭数は、TA世帯も TD世帯も少頭数である。
ヤクとウシを共に飼養しておらず、ウシとヤクの
雑種であるゾ dzo（雄）とゾモ dzomo（雌）を 1
頭～ 2頭飼養している。ゾもゾモも購入して調達
している。かつてはゾ・ゾモと共にヒツジ・ヤギ
を 200頭前後飼養していたが、軍隊への就職や教
育を受けた子供達が村に再び戻らず、家畜を世話
する人材が不足してしまったため、飼養頭数が減
少してしまったという注 1）。泌乳中の家畜は 3月時
点では TD世帯においてゾモ 1頭のみであり、TA
世帯ではゾモ 2頭とも乾乳中であった。代わって
9月時点では、TD世帯ではゾモ 2頭とも乾乳中、
TA世帯ではゾモ 2頭から搾乳していた。ヒツジ・
ヤギからは現在搾乳しておらず、頭数の減少に伴
い 2005年前後から搾乳を停止したという。TA世
帯では、8月と 9月にヒツジが合計 2頭死亡し、1
頭が行方不明に、ヤギが 1頭死亡したという。死
亡したヒツジとヤギは、その肉をそのまま静置し
て保存し、TA世帯では大切な客人などを迎えた
際など特別な日のための食材として用いている。

　TA世帯ではマル marと呼ばれるバター、チョ
ルペー chur pheと呼ばれる非熟成型チーズ、そし
て、家畜個体をまったく売却していないが、TD
世帯ではこれらの家畜生産物および家畜個体を売
却し、年間 4,360Rs注 2）を売り上げている（表 2）。
農業生産物では、TA世帯では換金作物のグリー
ンピースやカブを売却し、TD世帯ではキャベツ、
ジャガイモ、トマトを軍隊や隣村カルツェの市場
で売却している。標高の高いゴンマ村の TA世帯
ではグリーンピースが主要な換金作物に、標高の
より低いド村の TD世帯ではジャガイモが主な収
入源となっている。ド村は標高が 3,000mでアプ
リコットの生産が可能であり、アプリコットの果
実や種は、換金もしくは大麦などの交換のための
貴重な作物となっている。ゴンマ村では 3,800m
と標高が高くなり、より冷涼となるためにアプリ
コット生産ができない。

調査方法
　調査は、冬・春に 1回、夏・秋に 1回それぞれ
おこなった。TA世帯では、冬・春が 2009年 3月
14日～ 3月 18日、夏・秋が 9月 9日～ 9月 13日
に、TD世帯では、冬・春が 3月 18日～ 3月 21日、
夏・秋が 9月 5日～ 9月 9日に滞在して調査した。
それぞれの世帯で、妻の摂取品目と摂取量とを携
帯型天秤（AND HL-4000）を用いて実測した。夫は、
外出しがちで、外出先で食料を摂取することが多

表 1　2009 年 3 月時点におけるドムカル・ゴンマ村の定住 TA 世帯とドムカル・ド村の
移牧 TD 世帯の家族構成と所有する家畜頭数・農耕地面積
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く、摂取量を把握することが困難なために、測定
対象とはしなかった。来客時への接待や急に喫食
した場合など実測できなかった場合は、目分量に
て推量した。妻が摂取した食料については、調理
に用いた食材の品目別総量を実測し、できあがっ
た料理の全体量と妻の摂取量との割合から、妻が
摂取した品目別食材量を算出した。妻が一日に摂
取した食材量の成分は、食品成分表 3,4）に基づき
摂取したカロリー（cal）、タンパク質（g）、炭水
化物（g）、灰分（g）を算出した。非熟成型チー
ズであるチョルペー、大麦炒粉であるンガン・ペ
イ rngan phye、標高 3,800mの高地でも栽培できる
豆のシャン・ツゥン sran chun、3,000mの高地で栽
培されている豆のケルゼー sker zeについては、サ
ンプルを持ち帰り、常法により一般成分を分析し
た 5）。
　更に、冬・春と夏・秋とでそれぞれに多用され
る料理や好まれる食材、食肉についての消費量や
習慣について一般的傾向を把握するために、ゴン
マ村で 10世帯、ド村で 10世帯、合計 20世帯に
おいて同時期に広域調査をおこなった。

ゴンマ村TA世帯とド村TD世帯における食
料摂取パターンと栄養摂取量
食料摂取パターンと食料摂取品目
　1日の決まった食事は、起床後直ぐの目覚めの
お茶、朝食、昼食、夕方のお茶、晩食の 1日 5回

の食事より成り立っている（表 3）。これに、間
食が自由に入る。起床は日の出後直ぐである。冬・
春期間の 3月においては TA世帯で 6時半、TD
世帯で 7時、夏・秋期間の 9月においては両世帯
とも 6時過ぎであった。起床後、妻が最初におこ
なうことは、湯を沸かし、チャー・ガルモ tcha 
ngarmo（甘乳茶）とチャー・カンテ tcha k’ante（塩
バター茶）をつくることである。家族は、湯、甘
乳茶に昨日の残り物やクッキーなどの菓子類、塩
バター茶に大麦炒粉の順で軽く食し、目覚めのお
茶を 1時間ほどかけて摂る。7時～ 8時にかけて、
冬・春期間では家畜への乾草給与、夏・秋期では
大麦の穂やアンズ果実の乾燥化のための反転をし
たり畑仕事をしたりと、仕事を 1時間～ 2時間ほ
どおこなう。妻は、8時半頃から朝食の支度をし、
9時半頃から 10時過ぎにかけて家族が集まり、
しっかりと朝食を摂る。畑作業など忙しい日は、
湯、甘乳茶、塩バター茶、大麦炒粉だけで朝食に
するという。朝食後は、再び仕事に出る。妻は、
午後 1時ぐらいから料理をつくり始め、午後 2時
ぐらいに家族が集まり昼食を摂る。昼食後は、再
び仕事に出る。日没の少し前くらいに仕事を終え、
家族が居間に集まる。3月では午後 5時半、9月
では午後 7時くらいであった。竃のまわりで甘乳
茶や塩バター茶、ビスケットや大麦炒粉を軽く摂
りながら雑談し、家族の絆を確かめつつ日が暮れ
ていく。午後 7時くらいから晩食の準備を始め、

表 2　ドムカル・ゴンマ村 TA 世帯とドムカル・ド村 TD 世帯の 2008 年における
家畜生産物・農業生産物の売却による収入
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午後 10時ぐらいに家族全員で晩食を摂る。10時
半から 11時頃には就寝する。このように、起床
後直ぐの目覚めのお茶、朝食、昼食、夕方のお茶、
晩食は、1年を通じてほぼ決まった時間帯に摂取
されていた。
　朝食、昼食、晩食の食事内容には規則性はない。
ただ、タマネギ、塩、油、グラムマサラによって
香辛料を効かせて味付けされたおかず的な料理と
大麦、小麦、米など腹持ちし高カロリーな穀物食
の組み合わせによって成り立っている（表 4）。3
月 15日の事例のように、ダル（豆の煮込み料理）
とダス das（米）（写真 2）、シャン・ツゥン（豆
の煮込み料理）とテンテン ten ten（平焼き小麦パ
ン）といった取り合わせである。冬・春の食事内
容の特徴は、ンガン・トゥク rngan thug（3月 15日）
やトゥク・タル thug thal（3月 16日）と呼ばれる
温かい大麦のスープ、ダルと呼ばれる豆の煮込み
料理と米との組み合わせが多いことである。大麦
粉と豆類粉のお練り料理であるパパ pa paも冬に
好まれる（3月 16日、3月 20日）。これらの冬・
春における料理に対する嗜好性の傾向は、ゴンマ
村とド村の 20世帯で調査した結果と一致してお

り、特に冬・春では食材として乾燥野菜、チーズ、
豆類といった保存食を多用するという（表 5）。
また、冬・春の食事では、新年を迎えることもあ
り、特別の日のために肉を用いて調理し、夏より
は肉を食べるという。一方、夏・秋の食事内容の
特徴は、新鮮野菜を積極的に食材として取り入れ、
摂取していることである。表 4に示した夏・秋の
料理は、いずれも新鮮野菜が豊富に用いられてい
る。料理する直前、屋敷の脇にある畑に出て野菜
を収穫し、直ぐに料理する。生野菜では食べない。
　ドムカル村での食料摂取の大きな特徴は、日常
においては肉を食さないことにある。3月では、
TA世帯と TD世帯での 5日間の現地調査で、肉
は一度も供されることはなかった。9月において
は、TA世帯では 9月 11日の昼食に、TD世帯で
は 3日間とも肉が食された。9月に肉が供された
のは、TA世帯では 9月の第一週に飼養するヒツ
ジが 1頭死亡し、そのヒツジ肉が食卓に上がった
ものである。ドムカル村は乾燥しているため、新
鮮肉をそのまま静置しておいても保存が効く。決
して食肉目的に自らが家畜を屠殺したものではな
く、所有する家畜が偶然に死亡した際、その肉を

12:00 13:006:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 9:00 10:0014:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 0:00 6:00 7:00 8:0022:00 23:0020:00 21:00 17:00 18:00 19:00 20:00 23:00 0:0011:00 12:00 13:00 14:00 21:00 22:0015:00 16:00

12:0010:006:00 7:00 8:00 9:00 6:0021:00 22:00 23:00 0:0013:00 14:00 15:00 16:00 0:007:00 10:00 11:00 23:0020:00 21:0014:00 15:008:00 9:00 18:00 19:00 22:0012:0011:00 17:00 18:00 19:00 20:00 16:00 17:0013:00

表 3　2009 年冬・春と夏・秋におけるドムカル・ゴンマ村定住 TA 世帯とドムカル・ド
村移牧 TD 世帯の主婦の 1 日分の食料摂取パターン
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利用しているのである。TD世帯の肉入手は、ド
ムカル村の上方にあるクランビック村で 1頭分の
ヒツジの干し肉を 2,000Rsで買ったものである。
更に、隣人がレーの市場から購入したと言って、
その一部をたまたま分配してくれたものである。
TD世帯の肉摂取でも、自ら手を下して自分の家
畜を屠り、自分の家畜を食べているのではない。

今回の調査では、両世帯とも夏・秋に偶然にも肉
を入手し、9月に肉料理が供される結果となった
が、ドムカル村 20世帯についての広域調査では、
肉は夏・秋よりも冬・春に摂取される傾向を示し
ている（表 5）。山田 6）も、家畜が体重減少して
しまう前の秋の終りに、家畜を屠殺する時期があ
り、冬の間は食料も乏しくなる時期であり、ラダー

表 4　2009 年冬・春と夏・秋におけるドムカル・ゴンマ村定住 TA 世帯とドムカル・ド村
移牧 TD 世帯の食料摂取内容と食材リスト

表 5　ドムカル村において冬・春と夏・秋に好まれる料理と食材
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クでは冬に主に肉を食べると報告している。
　TA世帯も TD世帯も、肉を 2008年の 1年間に
6kg/年～ 7kg/年ほどを入手したという。回数に
すると 10回ほどであったという。1回の食事当
り 600g ～ 700g、平均して 0.8回 /月、肉を消費
していることになる。ドムカル村の人びとが肉を
口にするのは、1）家畜が死んだとき、2）年 1回
の秋祭り、3）新年のお祝い、一生に一度おこな
う誕生日のお祝い、結婚式などの記念行事の時の
みであるという。ドムカル村 20世帯にインタ
ビューした結果も、2世帯を除いて、肉を食する
のは特別な日で、普段の日は肉を食さないと答え

ている（表 6）。ただし、ウシは死んでも決して
食することは無いという。いずれにしても、肉の
摂取量は極めて少なく、基本的には日常の食事に
おいては摂取しておらず、肉の入手方法は、所有
する家畜が死亡した際にのみ自給となるが、食肉
目的で家畜を自ら屠殺せず、肉の多くはレーなど
の地方都市から購入したり、家畜の死亡によりた
またま発生した肉を隣村から購入したり、近隣の
親しい世帯が肉を入手した場合の分配を受けたり
することによっている。結婚式など、自分の家畜
をどうしても食用に用いる必要が生じた際、自ら
の家畜を自らが手をかけたりはほとんどせず、季
節労働者のネパール人に依頼して屠ってもらう。
自らの家畜を屠殺しないことには、仏教の殺傷を
禁じる教えが強く影響していこともある。このよ
うに、ドムカル村の人びとは移牧民ではあるが、
基本的に日常は肉を摂取していないことが大きな
特徴である。
　肉を供さない代わりに、野菜類、豆類、乳製品、
および、穀物類を多用している。特に冬・春には
豆類と乳製品、夏・秋には新鮮野菜を多用してい
る（表 4、表 5）。冬・春の 3月では、ンガン・トゥ
クでは豆の一種シャン・ツゥンと非熟成型チーズ

（3月 15日）が、シャン・ツゥン（3月 15日）や
ダル（3月 15日と 3月 17日）と呼ばれる煮込み
料理では豆のシャン・ツゥンやダルが、ダス・トゥ

写真３．チャー・カンテ（塩バター茶）とンガン・
ペイ（大麦炒粉）とがラダックの人々の食生活の土
台にある。 

写真 1　ドムカル上村・中村・下村を貫通する浸食谷。
狭い谷底に農耕地や居住地が展開する。谷を流
れる融雪水・融氷水を利用して、灌漑農業をお
こない、人間・家畜の飲用水としている。

写真３．チャー・カンテ（塩バター茶）とンガン・
ペイ（大麦炒粉）とがラダックの人々の食生活の土
台にある。 

写真 2　ダス（米）にダル（マメの煮込み料理）を乗せ
て食事を摂るドムカル上村の子供。ラダークで
は、グラムマサラなどによって香辛料を効かせ
て味付けされたおかず的な料理と腹持ちし高カ
ロリーな穀物食の組み合わせによって食事が基
本的に成り立っている。

写真３．チャー・カンテ（塩バター茶）とンガン・
ペイ（大麦炒粉）とがラダックの人々の食生活の土
台にある。 

写真 3　チャー・カンテ（塩バター茶）とンガン・ペイ（大
麦炒粉）とがラダークの人々の食生活の土台に
ある。
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ク das thugと呼ばれる粥には豆と非熟成型チーズ
と米（3月 16日）、そして、パパには豆のシャン・
ツゥンが用いられている（3月 16日、3月 20日）。
パパとは、大麦炒粉とシャン・ツゥンの粉を半々
で混ぜた粉を塩水で煮込み、良く練ったものであ
る。ドムカルの人びとの冬・春の栄養摂取にとっ
て、豆類と非熟成型チーズは少なからず貢献して
いるといえよう。エネルギー摂取の大部分を構成
するタンパク質、脂肪、炭水化物は三大栄養素と
呼ばれる。豆類と乳製品の三大栄養素に対する貢
献度を、次節においては量的に把握してみたい。
ド村の TD世帯では、3月 19日と 3月 20日の事
例においては非熟成型チーズと豆類の利用が少な
い傾向にあるが、継続した調査が今後求められる
ところである。夏・秋の 9月においては、豆類と
乳製品チーズの摂取頻度が低い。豆料理は 9月 7
日の晩食、パパとして 9月 8日の昼食と 9月 12
日の朝食に用いられたのみであった。非熟成型
チーズを利用した料理も 9月 10日の晩食のみで
あった。豆類と乳製品（非熟成型チーズ）の摂取
は、冬・春の 3月に比べると、夏・秋の 9月は低
下する傾向にある。このように、豆類と乳製品の
摂取頻度は季節により変化することが理解される

（表 4、表 5）。
　また味付けには、強烈な風味を添えるスパイス
が多用されている。ンガン・トゥクではコショウ
を用いて辛く仕上げている。ダルやシャン・ツゥ
ンなどの豆の煮込み料理、トゥク・タルでは、油
でタマネギを揚げて、そこにハルディーやグラム
マサラなどの香辛料を混ぜてソースをつくり、こ
のソースを調理の最後に加え合わせて味付けす
る。ハルディーとグラムマサラは、コリアンダー、
クミン、コショウ、カルダモン、ショウガ、シナ
モン、グローブなどを混ぜ合わせた複合香辛料の
ことである。共に暑熱環境のインド低地で発達し
ている調味料である。食材は、野菜、豆と乳製品

を多用したものであるが、味付けがこれらの香辛
料を用いているため、味が辛く引き締まり、食感
として満足感を与えている。肉が欠落した食事、
野菜・豆食と乳食を中心とした料理に香辛料のス
パイスは巧みに融合しているといえよう。この油、
タマネギ、ハルディーとグラムマサラとを混ぜた
ソースはインド低地に発達した調味法であり、中
国チベット自治区や四川省のチベットの人たちに
は共有されていない技術である。従って、この香
辛料による調味法は、インド低地からインド北部
の高地地帯に伝わり、ラダークの料理に味付け技
術として応用されたことになる。
　間食は、各々お腹のすいた時に自由に摂取する。
居間には、大麦炒粉と魔法瓶に入った暖かい塩バ
ター茶が常に備えられている。腹が減ったら、塩
バター茶を飲み、大麦炒粉を食べる。大麦炒粉は、
一度炒っているので、そのまま粉のままで食べる
ことができる。また、杯の中で大麦炒粉と塩バター
茶を人差し指で練ってコラック kho lagと呼ばれ
る練り物にしてから食べもする。客人が来ても、
大麦炒粉を出し、塩バター茶でもてなす。表 3に
示した一日の喫食パターンからも、畑仕事で外出
している時以外、つまり、居間に居るときは常に
塩バター茶を飲用し、大麦炒粉も多用しているこ
とが分かる。また、ンガン・ペイは朝食、昼食、
晩食の料理にも利用される。塩バター茶と大麦と
がラダークの人びとの食生活の土台にあることが
理解される（写真 3）。
　以上、ラダークの人びとの食の摂取パターンと
食事内容の特徴は、1）起床後直ぐの目覚めのお茶、
朝食、昼食、夕方のお茶、晩食の 1日 5回の食事
で組み立てられていること、2）間食は自由に摂
られること、3）肉を日常では基本的に摂取して
いないこと、4）夏・秋には新鮮野菜を多用して
いること、5）冬・春には豆類を中心とした乾燥
野菜と乳製品（非熟成型チーズ・チョルペー）を
多用していること、6）味付けに強烈な風味を添
えるスパイスを多用していること、7）塩バター
茶と大麦とがラダークの人びとの食生活の土台に
あること、とまとめることができる。

栄養摂取量
　ゴンマ村 TA世帯とド村 TD世帯の喫食パター
ンと食事内容が把握されたところで、次に両世帯

表 6　ドムカル村における肉の摂取と入手法
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での栄養摂取量を検討してみたい。TA世帯と TD
世帯の妻の平均摂取エネルギーはそれぞれ、3月
で は 2,051.6kcal/ 日、1,615.8kcal/ 日、9 月 で は
2,621.6kcal/日、2,225.3kcal/日である（表 7）。畑
仕事の閑散期である冬・春の摂取エネルギー量は
繁忙期の夏・秋に比べて相対的に低い。1日当り
の摂取基準エネルギー量は、日本人女性 40歳代
～ 50歳代の普通の身体活動レベルでは 1,950kcal/
日、高い身体活動レベルでは 2,200kcal/日～ 2,300kcal/
日である 3）。TD世帯で摂取カロリーが少々低くは
あるが、高カロリーな肉を多用せずとも、豆類、
新鮮・乾燥野菜、乳製品、穀物類を主に摂取する
ことにより、必要な大部分のエネルギー量はまか
なわれていることが理解される。TA世の妻は、春・
冬と夏・秋を通じて必要量よりは多めにエネル
ギーを摂取しているが、身長 152cm、体重 53kg
とけっして太っているわけではなく、外見はむし
ろやせ形な体型である。標高が高く傾斜面の多い
ゴンマ村の女性たちの日々の畜・農作業が重労働
であることが理解される。また、食料自給率を摂
取エネルギーで計算すると、TA世帯においては
23.1％（3月）・23.8％（9月）、TD世帯では 43.4％

（3月）・15.8％（9月）のみである。今や、ラダー
クの日常の食事においては、半分以上を外部から
購入した食料に頼っており、食料の大部分を市場

経済に依存してしまっていることが理解される。
決して、村内だけで自給自足しているのではない。
　穀物類の摂取量については、自給大麦の摂取エ
ネルギーは TA世帯では冬・春の 3月で 258.2kcal/
日（全体に占める摂取比率：12.6％）、TD世帯で
は 486.7kcal/日（30.1％）となっている。購入の
小麦と米とを加え合わせると、TA世帯では摂取
エネルギーが 1237.6kcal/日（60.3％）、タンパク
質が 30.6g（56.7％）、脂質が 7.6g（15.6％）、炭水
化物が 249.6g（73.8％）、TD世帯では摂取エネル
ギーが 1140.5kcal/日（70.6 ％）、タンパク質が
31.1g（71.0％）、脂質が 9.2g（28.2％）、炭水化物
が 224.7g（80.8％）ともなっている。ラダークの
人びとの日常の食においては、穀物類由来の食材
がエネルギー、タンパク質、炭水化物の摂取量の
約 6割～約 7割と大部分を占めており、ラダーク
の人びとの食料摂取において穀物類の貢献度がい
かに大きいかが理解される。同じ傾向は夏・秋の
9月においてもみられる。特に、両世帯において
購入小麦・米の摂取量が自給大麦の摂取量を上
回っており、穀物類の入手が自給よりも市場に大
きく依存していることも把握される。食料摂取に
おける大麦の貢献度は大きい。しかしそれ以上に、
今や小麦・米の貢献度が大きくなっているのが現
状である。

表 7　2009 年冬・春と夏・秋におけるドムカル・ゴンマ村定住 TA 世帯とドムカル・ド村
移牧 TD 世帯における 1 日当りの平均栄養摂取量
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　食料摂取パターンと食料摂取品目のところでも
既に述べたが、ドムカルの人びとは肉を日常的に
は食していない。3月では、肉の摂取カロリーは
両世帯で 0 kcal/日であり、ラダークの日常の栄養
供給において肉は全く貢献していない。9月では、
TA世帯では 9月 11日の昼食に、TD世帯では 3
日間とも肉が食されていたが、摂取エネルギー的
には TA世帯で全摂取量の 0.5％、TD世帯で 1.5％
と相対的に極めて低い。更に、肉の摂取エネルギー
の内、自給量はわずか TA世帯の 0.5％である。
TD世帯では肉の全てを外部から入手したもので
ある。この肉を日常食さないことは、ラダークの
人びとの食文化における一つの大きな特徴であ
る。
　TA世帯において、冬・春の3月の摂取エネルギー
2,051.6kcal/日に占める自給乳製品の摂取量は
20.3kcal/日（1.0％）に過ぎない。これは、ゾモを
2頭飼養してはいるが、いずれも乾乳中で生乳が
供給できず、保存食としての非熟成型チーズを食
事に利用するに留まっていることによる。生乳が
得られず、バターを加工・自給できないため、塩
バター茶つくりには市販のバターを購入して対応
している。また、甘乳茶を加工する際には購入し
た練乳を使用している。乳製品の購入量が
188.4kcal/日（9.2％）となっているのは、このお
茶つくりのためのバターと練乳を市場から入手し
ているためである。3月では、自給と購入とを合
わせた乳製品摂取量は、摂取エネルギーでは
208.7kcal/日（10.2％）、タンパク質 4.7g（8.7％）、
脂質 11.7g（24.1％）、炭水化物 20.8g（6.2％）となっ
ている。脂質の摂取比率が 24.1％と高いのは、摂
取する乳製品が主に脂肪含量の高い購入バター・
練乳によっており（表 8）、塩バター茶や甘乳茶
を一日の中で頻繁に飲用するためである。一方、
TD世帯においては、泌乳中のゾモを 2頭所有し、
約 3.5リットルの生乳を毎日朝晩搾乳し、生乳、
バター、および、チーズは自給しているため、摂
取エネルギー 1,615.8kcal/日に占める自給乳製品
の摂取量は 155.2kcal/日（9.6％）となっている。
甘乳茶をつくる際の練乳のみを購入し、塩バター
茶用のバターは自給しているため、購入した乳製
品の摂取量は 44.8kcal/日（2.8％）に留まっている。
自給と購入とを合わせた乳製品摂取量は、エネル
ギー量が 200.0kcal/日（12.4％）、タンパク質が 9.5g

（21.6％）、脂質が 11.4g（34.6％）、炭水化物が
14.4g（5.2％）となっている。泌乳家畜の所有の
有無に関わらず、自給・購入乳製品の摂取エネル
ギー比率は合計して約 1割 と、ラダークの食文
化において乳製品は少なからず貢献している。特
に、泌乳家畜を所有する世帯においては、タンパ
ク質摂取（21.6％）と脂質摂取（34.6％）におけ
る乳製品の貢献度の高さが理解される。9月の乳
製品の摂取エネルギー比率は、TA世帯で 9.6％、
TD世帯で 11.8％と 3月とほとんど同じであった。
TA世帯で乳製品の自給率が 6.1％と増加したの
は、飼養しているゾモ 2頭が泌乳を開始したため、
その生乳を甘乳茶、塩バター茶、料理のオブ・ス
キュー、酸乳加工として使用・摂取したことによ
る。逆に、TD世帯で乳製品の自給率が 0％となっ
てしまったのは、飼養しているゾモ 2頭がともに
乾乳中となり、更にチーズも料理に利用しなかっ
たためである。バターの加工は、2009年 9月の
時点では両世帯とも中止しており、塩バター茶に
利用するバターは市場から購入している。
　冬・春の 3月の TA世帯において、自給による
豆類から摂取したエネルギーは 150.9kcal/日

（7.4％）、タンパク質は 11.2g（20.8％）、脂質は 0.6g
（1.3％）、炭水化物は 24.8g（7.3％）である。タン
パク質含量が高いために（表 8）、摂取エネルギー
的には豆類全体では 9.3％（自給 7.3％、購入 2.0％）
ではあるが、タンパク質の摂取量は豆類全体では
26.3％（自給 20.8％、購入 5.5％）と、タンパク

表 8　豆類と乳製品のタンパク質含量と脂肪含量
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質総摂取量の約 1/4が豆類から供給されているこ
とが分る。ドムカルの人びとの日常の食事におい
て、タンパク質供給源としての豆の重要性が指摘
される。TD世帯においては、豆類の摂取量が全
エネルギー中の 1.6％に過ぎなかった。2009年 3
月の調査では 2日間のみの調査であったため、今
後、継続した調査が必要とされるところである。
一方、夏・秋の 9月における豆類の摂取量は、エ
ネルギー的には TA世帯で全摂取量の 1.9％、TD
世帯では 2.5％となっており、冬・春の 3月に比
べれば食料摂取に貢献する豆類の比重が低くなっ
ている。冬・春には乾燥保存した豆類を料理に用
いたが、夏・秋では豆粉と大麦粉を混ぜて練って
つくったパパとして豆類を摂取するのが主であ
る。夏・秋では、豆類を含む様々な新鮮野菜を主
に摂取しているために、豆類の摂取量が低下した
のである。
　タンパク質の摂取量は、冬・春の 3月では、TA
世帯で 53.9g/日、TD世帯で 43.8g/日、夏・秋の 9
月では、TA世帯で 75.8g/日、TD世帯で 52.5g/日
である。40歳代～ 50歳代の女性のタンパク質必
要量は 40g/日であるから 3）、穀物類、乳製品、野
菜を主体とした食料摂取で必要なタンパク質は確
保されている。摂取したタンパク質量の内、購入
小麦粉が全摂取量の 32.0％～ 44.9％を占めており、
タンパク質の供給源として購入した小麦粉がもっ
とも大きく貢献していることが理解される。次に
多いのが、自給大麦の 8％～ 34％、豆類の 4％～
26％、乳製品の 5％～ 17％、購入米の 5％～ 10％
となっており、穀物類、豆類、乳製品が主なタン
パク質供給源となっている。
　脂肪の摂取量は、TA世帯では 48.7g/日（3月）・
62.7g/日（9月）、TD世帯では 32.8g/日（3月）・
74.6g/日（9月）である。40歳～ 50歳の女性の脂
肪摂取量の目安はエネルギー量の 20％であり 3）、
この比率に基づくと TA世帯では 49.0g/日（3月）・
62.4g/日（9月）、TD世帯では 38.6g/日（3月）・
53.2g/日（9月）となる。TD世帯で 9月に脂肪摂
取量が多目であるが、TA世帯では脂肪摂取量の
目安内にほぼ収まっている。両世帯の脂肪摂取の
多くは、料理に使う植物油に主に由来している。
一日に何度も塩バター茶を飲用し、脂肪量の摂取
過多が危惧されるが、乳製品由来の脂肪摂取量は
TA世帯では 11.7g（3月）・19.7g（9月）、TD世

帯では 11.4g（3月）・14.6g（9月）に過ぎない。
むしろ、お茶として摂取される脂肪量は、肉を基
本的には摂取せず、50年ほど前までは植物油を
広域交易によってようやく入手してきたドムカル
に人びとにとっては貴重な栄養源であったものと
考えられる。
　以上、ラダークの人びとの食料摂取の特徴は、1）
日常の食において肉は栄養摂取に全く貢献してい
ないこと、2）肉を摂取せず、豆類、野菜と乳製
品（バターと非熟成型チーズ）を多用し、穀物類
を摂取することにより、必要な大部分の栄養素は
まかなわれていること、3）穀物類の食料摂取に
おける貢献度は、エネルギー、タンパク質、炭水
化物の摂取量の約 6割～約 7割と大部分を占めて
おり、食料摂取における穀物類の貢献度は食材の
中では最大であること、4）自給する大麦よりも
購入した小麦・米の方が摂取量は多く、今やラダー
クの日常の食事においては外部から購入した小麦
や米の方が今やより重要となっていること、5）
塩バター茶や甘乳茶を頻飲するために 12g/日～
20g/日の脂肪が乳製品から供給されており、比率
的には約 3割をも供給している場合があり、脂肪
摂取において乳製品は伝統的に重要な食材となっ
ていたこと、6）豆類の食料摂取における貢献度は、
エネルギー的には 1割程度に留まるが、タンパク
質としては総摂取量の約 1/4をも供給する場合が
あり、タンパク質供給源としては豆類の存在は冬・
春で特に重要である、とまとめることができる。

高地環境へ適応戦略
　栄養摂取の視座からラダークの人びとの高地環
境への適応を分析すると、1）穀物類、ヤク交雑種、
そして、高地でも栽培可能な豆類を巧みに利用す
ることにより、また、2）限られた土地面積とい
う高地環境で、ある一定の人口を扶養するために
肉を摂取せず、穀物類、野菜、乳製品とを主に摂
取する戦略をとっていると、その特徴をまとめる
ことができる。以下、この 2点について検討して
みたい。

豆類の存在意義
　中程度の運動をとる日本人 50歳代女性が一日
に必要とする栄養素は、1,950kcal/日、タンパク
質 50g、脂肪はエネルギー摂取量の 20％～ 30％、
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炭水化物はエネルギー摂取量の 50％～ 70％であ
る 3）。TA世帯の 3月におけるエネルギー摂取量
は 2051.6kcal/日、タンパク質摂取量は 53.9g/日、
脂肪摂取量はエネルギー摂取量の 11.0％、炭水化
物はエネルギー摂取量の 76.7％であり、TD世帯
のエネルギー摂取量は 1615.8kcal/日、タンパク質
摂取量は 43.8g/日、脂肪摂取量はエネルギー摂取
量の 9.2％、炭水化物はエネルギー摂取量の
78.4％であった。肉を摂取せずとも、豆類、野菜、
乳製品、穀物類を中心とした食事によりエネル
ギー量もタンパク質もほぼ必要量の摂取を達成し
ている。豆類はタンパク質摂取において、乳製品
はタンパク質と脂肪の摂取において全体の 1/3 ～
1/4をも貢献しており、重要な食材となっている。
脂肪摂取量が低め、炭水化物摂取量が多めであっ
たのは、炭水化物含量比率の高い大麦、小麦、米
の穀物類を中心とした食事となっているからであ
る。
　チベット高原における農耕は、アワや大麦の栽
培作物が注目されてきた 7）。チベット高原という
高地への人びとの居住地域の展開は、3,000m代
の谷間でのアワや大麦とを主とした農耕を基盤と
し、ヤクを家畜化することによって、標高 4,000m
以上の高地に展開していったとされる。これまで
検討してきた通り、ラダークの食事内容を調べる
と、炭水化物摂取において穀物類、脂質摂取にお
いては乳製品が大きく貢献しており、3,000m以
上の高地に居住する人びとにとっての麦類や家畜
生産物（乳製品）は栄養摂取において確かに重要
な食材となっている。
　ここで注目すべきは豆類の存在である。食事内
容調査の結果を検討すると、タンパク質摂取にお
ける豆類の貢献度が 3月で 26.3％と、豆類の重要
性が指摘される。TA世帯でみられたように、エ
ネルギー摂取量では豆類は 3月で 9.3％に留まる
が、タンパク質含量比が高いために、豆類由来の
タンパク質摂取量が大きくなっているのである。
このように、高地における栄養摂取において、大
麦と家畜（乳製品）に加えて、豆類の重要性が極
めて大きいことが把握される。実際、標高 4,000m
付近ではシャン・ツゥンと呼ばれる豆が、標高
3,000mではケルゼーと呼ばれる豆が栽培されて
おり、高地にも適応した豆が存在している。ラダー
クの人びとは、これらの豆類を栽培し、3,000m

～ 4,000mの高地に適応しているのである。
　ラダークの人びとの食料摂取のあり方を栄養学
的見地から分析すると、先の仮説『3,000m代の
谷間でのアワや大麦を主とした農耕を基盤とし、
ヤクを家畜化することによって、標高 4,000m以
上の高地に展開していった』は、『3,000m代の谷
間でのアワや大麦、そして、豆類とを主とした農
耕を基盤とし、ヤクを家畜化することによって、
標高 4,000m以上の高地に展開していった』と置
き換えることができるのである。ラダークの人び
との食生活の事例は、大麦などの穀物類、ヤク交
雑種、および、高地でも栽培可能な豆類を手に入
れることによって高地への展開が可能となったこ
とを指し示している。今後、チベット高原の多地
点で考古学調査の成果報告が待たれるところであ
る。必ずや、大麦とアワ、ヤク、そして、豆類が
セットとなって出土してくることであろう。

肉を食わないという戦略
　食料摂取の分析結果により、ラダークの人びと
の食料摂取の特徴は、1）日常の食において肉を
摂取していないこと、2）肉を摂取せずとも、豆類、
新鮮・乾燥野菜と乳製品を多用し、穀物類を摂取
することにより、必要な大部分の栄養素はまかな
われていることがドムカルの人びとの食料摂取に
おける特徴であった。では何故、ドムカルの人び
とは、ヒツジ、ヤギ、ゾ、ゾモを飼養しながらも、
肉を日常生活では摂取しないのであろうか。日常
の食料摂取に占める肉の摂取比率は、アフリカ東
部ケニアのトゥルカナ牧畜民の場合では 7％ 8）、
モンゴル牧畜民の場合では 23.8％ 9）と報告されて
いる。このように、家畜に依存して生活している
牧畜民の多くの事例では、日常の生活において肉
を少量でも摂取しているのである。
　肉を摂取しない理由として、生産効率の優位性
が挙げられる。豆や野菜をそのまま摂取した方が、
エネルギー利用効率的に牛肉の 16.7倍も利用で
きる（表 9）。つまり、肉 1kgのエネルギー量を
生産・摂取するには野菜が 16.7kgも必要である
ということである。これらの生産効率における事
実は、肉を摂取するよりも野菜を摂取していた方
が、単位面積当りの人口をより多く扶養すること
ができることを指し示している。肉を摂取せず、
野菜を摂取する利点がここにある。
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　では、ドムカル移牧民に肉を摂取しないことを
選択させた背景は何なのであろうか。それは、限
られた土地面積であるということである。ドムカ
ル村は急斜面な浸食谷沿いに下村・中村・上村と
展開している。いずれも浸食谷の小川沿いに展開
する極めて狭い平地に発達した村々である（写真
1）。この狭い限られた土地で、住居や家畜小屋を
建設し、農地を切り開いている。傾斜は急で、家
畜の放牧には適さない。家畜の放牧には、季節的
上下移動して平坦な土地を探し求めて利用してい
る。このような限られた生産可能な土地において
ラダークの人びとが取った戦略は、肉を食さない
ということであり、野菜と乳製品とを摂取して、
より多くの人と共存しようとしたものと解釈でき
る。逆に、肉を日常的に食していたならば、山間
部という限られた極狭な土地では、ある一定の人
口を養うことができなかった可能性が高い。人口
保持力の小さい山間部の高地において、彼らは肉
という贅沢品を食うという貪欲性よりも、より多
くの人びとと共存せんがために野菜・穀物や乳製
品を食うという「謙虚性」で生き抜く適応戦略を
選択していったものと考えられる。これは、彼ら
の限られた農業・牧畜生産性において、人口を保
持する上で極めて有効な生存戦略であるといえる。
　ただし、肉を全く食さない訳でもなく、先に述
べたように家畜が死んでしまった場合や祝い事の
際には肉を口にする。これは、家畜とて生き物で
あり、歳をとる。生産動物である以上、乳の出が
悪くなれば、当然淘汰される。貴重な飼料を給与
し続けたのであるから、食べられる肉を捨て去る
ことは極めて非効率であり、コミュニティーに
とって損益となる。食料生産効率の最善を計るに
は、必要でなくなった家畜を食料として有効利用
する他ない。そこで、不要となった家畜の吐き出
し口として、祭り事など非日常において肉食の機
会が生活の中にセッティングされている可能性が

高い。つまり、ドムカルの人びとは、通常は生産
効率のより優れる野菜や乳を利用するが、不要と
なった家畜を食料資源に組み込み、全体としての
生産効率をより高めるために非日常として肉を食
していると指摘できるのである。このような食生
活における人類の不可思議な行為をコスト・アン
ド・ベネフィット論によって解釈する試みは、マー
ビン・ハリスなどによっても積極的におこなわれ
ている 11,12）。
　以上をまとめると、家畜を飼養しながらも、そ
の肉を食さ無いのは、限られた土地面積・農業牧
畜生産性において、食材の利用効率を最大限に高
め、より多くの人々と共存するがために、穀物類、
野菜と乳製品とを中心に利用する食生活パターン
をドムカルの人びとは選択していったとまとめる
ことができる。

移牧という生業からの牧畜論再考
　牧畜とは、動物の群を管理し、その増殖を手伝
い、その乳や肉を直接・間接に利用する生活様式、
つまり、くらしのたて方の一つの類型のことであ
る 1,13）。遊牧、半農半牧、移牧など、家畜に生活
の多くを依存して生活する牧畜という生活様式に
ついて、ドムカルの事例を通じて再度検討してお
きたい。
　食料摂取量に占める乳製品の貢献割合は、アフ
リカ東部ケニアのトゥルカナ牧畜民の場合では
61％ 8）、モンゴル牧畜民の場合では 48％ 9）と報告
されている。本事例の定住TA世帯においては、春・
冬の 3月、家畜が乾乳中であったこともあり、摂
取エネルギー量に占める自給乳製品の割合はわず
か 1.1％に過ぎなかった。泌乳家畜を所有する移
牧 TD世帯においても自給乳製品の貢献度は
12.0％である。ラダークなどで採用されている移
牧という生業形態は、遊牧などに比べて、これほ
どまでに食生活における乳製品の重要度が低下す

表 9　乳生産と肉生産の生産効率比較（亀高ら 10）より改変）
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るものなのであろうか。
　1）教育を受けた者が都市部に流出すること、2）
軍隊に入隊する者が増加したこと、3）定住化に
伴い家畜を大規模に飼養できなくなったことなど
により、家畜飼養頭数は減少してきている。定住
TA世帯も移牧 TD世帯も、ゾモを 1頭～ 2頭の
みしか飼養していない。更に、かつてはヒツジ・
ヤギから搾乳していたが、近年は搾乳をおこなっ
ていない。1）軍隊入隊など働き手の村外流出、2）
飼養頭数の減少、3）ゾモよりは搾乳に手間がか
かるという理由で、現在はヒツジ・ヤギから搾乳
を停止しているのだという。この大型家畜ゾモや
中型家畜ヒツジ・ヤギの飼養頭数の減少、ヒツジ・
ヤギから搾乳を停止により、搾乳量は減少し、バ
ターや非熟成型チーズなどの乳製品生産量は確実
に減少してきている。従って、かつての乳製品の
貢献度は現在の貢献度 1.1％～ 12.0％よりは高
かったものとは思われる。それでも、大麦栽培や
穀物類エネルギー摂取比率約 6割～約 7割の状況
を考慮すると、乳製品の食料摂取の貢献度が 50％
を超えるとは考えがたい。
　アフリカの事例もモンゴルの事例も、より良き
草地を求めて季節的水平移動し、家畜のみを飼養
する遊牧民の事例である。ドムカルの移牧民は、
山脈の斜面を利用して季節的に上下移動し、少な
くとも冬営地には農耕地と定住集落を持つ半農半
牧の民である。移牧という半農半牧の生業は、農
産物にも依存し、畜産物にも依存する生業であり、
家畜のみを飼育する遊牧とは根本的に生存戦略が
異なっている。ドムカルの人びとに家畜飼養の目
的を問うと、1）農耕地耕作のための役畜（ゾ）、2）
乳生産（ゾモ）、3）農耕地への肥料還元のための
糞尿の堆肥化（ゾ、ゾモ、ヒツジ、ヤギ）、4）毛・
皮革利用（ゾ、ゾモ、ヒツジ、ヤギ）、5）祭りや
家畜が死んでしまった際の肉利用（ゾ、ゾモ、ヒ
ツジ、ヤギ）と答える。ラダーク移牧民にとって
家畜を飼養することの意義は、農業生産が前提に
あり、農産物と畜産物の両方の生産を狙うことに
あるのである。
　梅棹 12）は、牧畜の中心項目に、家畜の去勢と
搾乳・乳加工があるとした。福井 1）は、「牧畜社
会が牧畜を生業として成立させたもっとも大きな
要因は、トナカイ牧畜民をのぞけば、搾乳であっ
たといえる。（中略）家畜化の過程で、乳量の多

い家畜を人為淘汰し、その結果牧畜民は、農耕民
と地理的に離れ、農耕に適さないより乾燥した土
地に適応していったものと思われる」と総括して
いる。ドムカルでの移牧民の事例を考え合わせる
と、この福井の総括を「牧畜社会が牧畜を生業と
して成立させたもっとも大きな要因は、トナカイ
牧畜民をのぞけば、搾乳であったといえる。（中略）
家畜化の過程で、乳量の多い家畜を人為淘汰し、
その結果牧畜民は、畜産物を利用し、自然環境・
立地条件に応じて農産物を巧みに利用しつつ、よ
り居住環境に不利な土地にも適応していったもの
と思われる。」と定義し直すことができる。ドム
カルの移牧民の事例は、牧畜とう生業は家畜に生
活の多くを依存しながら、農耕と連動しつつ成立・
発展してきた生業であることを指し示しているの
である。

おわりに
　食料摂取に占める自給大麦のエネルギー量比率
は、TA世帯では 12.6％（3月）・12.3％（9月）、
TD世帯では 30.1％（3月）・7.9％（9月）であった。
しかし、両世帯において購入小麦・米の摂取量が
自給大麦の摂取量を上回っており、穀物類の入手
は自給よりも市場に大きく依存していることが把
握された。つまり、ドムカルの人びとは、穀物源
は自給穀物よりも購入穀物に依存しているのが現
状なのである。
　TD世帯に最も好きな食べ物を聞くと、妻と夫
は共に大麦でできたパパだと答えるのに対し、子
供達は平焼き小麦パンのタギーであるとかダース

（米）だと答える。世代によって嗜好が確実に変
化してきている。子供たちに大麦よりも小麦・米
を何故好むのかと聞くと、大麦は口当たりが重く、
胃にも重い、米・小麦粉の方がソフトタッチで旨
いというのである。こうした、伝統食としての大
麦から、比較的新しい小麦・米食へと嗜好が変化
してきている背景には、1）ラシアンと呼ばれる
インド政府配給物資の存在、2）学校給食の影響
があるものと考えられる。ラシアンとは、割当量
を決めて、インド国民に小麦粉、米、砂糖など重
要な食料を安価で供給する制度である。1962年
の中国とインドの戦争が終結した後くらいから始
まり、2ヶ月に 1度のペースで政府の車が村まで
回ってくるという。小麦粉が 8Rs/kg ～ 10Rs/kg、
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米が 12Rs/kg、砂糖が 15Rs/kgと、いずれも市場
よりは 2割～ 4割程度安い（表 10）。従って、ラダー
クの人びとも必然的に政府配給物の小麦粉や米を
購入してしまうこととなる。また、小学校や中学
校では生徒たちに学校給食が供され、給食は小麦
粉や米を用いた食事が主だという。この子供時期
の小麦・米食の刷り込みが、若い世代の小麦・米
食への嗜好を形成しているといえよう。子供たち
は、大麦粉でつくられたパパが出てくると、食べ
ずに寝てしまうという。ここまで若い世代の嗜好
は変化してきているのである。
　チベット高原における移牧の成立においては、
大麦やアワの栽培作物が注目されてきたことは先
に指摘した。確かに、全ての穀物類のエネルギー
合算値は食料摂取量の約 6割～約 7割を占めてお
り、ラダークの人びとは主に穀物に依存して生活
しているといえる。かつては全ての穀物類を自給
していたと仮定すると、摂取エネルギーとして約
1,000kcal/日～約 1,800kcal/日を自ら栽培した大麦
やアワに依存していたこととなり、チベット高原
という高地に展開するにおいて大麦やアワが重要
であったとする説を強力に支持する。それが政府
配給物や学校給食の浸透などで、大麦の摂取量は
約 170kcal/日～約 500kcal/日に落ち、代わって小
麦・米が約 600kcal/日～約 1,500kcal/日をも摂取
するように変化してきている。ラダークの人びと
の食文化は確実に、自給大麦中心食から購入小麦・
米中心食へと移行してしまっている。ラダークの
近い将来、アワ栽培が廃れたように、大麦栽培が
廃れ、代わって換金作物が積極的に作付けされる
事も十分に考えられる。軍事産業からの現金収入、
人材の村外流出の社会状況の中で、ラダークの生
活は激動している。
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注
1）　インド北部では、1962年の中国との交戦、

1940年代から 1970年代にわたるパキスタン
との交戦を経て、現在も隣国との緊迫した政
治情勢下にあるため、多くの軍事施設が展開
している。現在、ラダックからは多くの人材
が軍隊に泊まり込みで働くようになってい
る。また、学校教育の発達により、高校や大
学に親元を離れて就学する学生も増えてきて
いる。高等教育を受けた学生は、たいていは
村には戻らず、卒業後は都市部で生活を続け
ることが多い。このように、近年の社会状況
の変化で、村外に流出する人材が増加してい
る。この人材流出に伴い、農業や家畜飼育の
働き手不足が発生した結果、家畜飼養頭数が
減少し、季節的上下移動も停止して定住化し
つつある傾向にある。近年の社会状況の変化
が移牧という生業構造に深く影響を与えてい
る。

2）　2009年 9月時点で、1Rs=2.04円であった。

表 10　2009 年 3 月時点でのラダークにおける物価表
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Summary

Subsistence of Agro-pastoralists in Hilly High Altitude of Ladakh, 
Northern India

 ― From Point view of Food Intake in Domkhar Villages ―

Masahiro Hirata

Obihiro University of Veterinary Medicine and Agriculture

    The food intake of agro-pastoralists was surveyed in the hilly high altitude of Ladakh, northern India to 
understand the characteristics of those subsistence, to discuss their adaptation strategy to high altitude 
circumstances and to reconsider the pastoralism theory through the case study of transhumance. The characteristics 
of their food intake are 1) the daily food intake is composed by 5 times such us morning tea, breakfast, lunch, 
evening tea and dinner, 2) they don’t take any meat in normal daily life, 3) necessary nutrients are mostly supplied 
by taking beans, fresh and dry vegetables, milk products and cereals, 4) cereals contribute mostly to the nutrient 
intake, 5) the intake of purchased wheat and rice become bigger than self-supplied barley, 6) the milk products used 
as butter salty tea and sweet milk tea has been important traditional food resources to supply fat to their intake, 7) 
beans are important to supply protein to their intake especially in winter and spring, 8) they basically use hot spices 
to add strong taste to dishes. The adaptation strategy of Ladakh agro-pastoralists into high altitude circumstances is 
summarized from the point of food intake as 1) they could extend their life space into high altitude by utilizing 
cereals, cow-yak crossbred, and beans which are cultivatable in high altitude and 2) they chose not to eat meat, but 
to take directly cereals, vegetables, milk products to increase food efficiency maximally for sustaining a certain 
population in such limited land area for food production as hilly high circumstances. It was considered that Ladakh 
agro-pastoralists put high intention into “modesty” to coexistence with more peoples in high altitude circumstances.
Key words: transhumance, milk products, barley, beans, meat, limitation, modesty, adaptation in hilly high altitude




