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ヒマラヤ・ラダークの移牧の特質
―農耕・牧畜・交易複合システム―

平田昌弘

はじめに
　山岳地帯の環境利用については、これまでに優
れた研究が数多く報告されてきた。山本 1,2）は、
アンデスの熱帯高地の環境利用を事例に、食料生
産や人間の生活にとって必ずしも都合のよくない
熱帯高地において高度な文明を発達させたカギ
は、高度差に伴った生態学的階床を同時的に最大
限に利用するという人間の生態的・文化的適応に
あると分析する。更に、アンデスの伝統的社会に
おける生産戦略の特徴は、生産性を追求したもの
ではなく、様々なリスクを回避するために耐寒性
作物を多品種栽培するというような安定的な収穫
を志向するものであると指摘する。稲村 3）は、自
身の現地調査の経験を基にアンデスとチベットの
牧畜を農耕と関連させつつ比較研究し、高地適応
型牧畜を高度差移動の目的（牧畜・農耕）とその
可否によって類型分類した。アンデスという高地
は低緯度の熱帯高地であるからこそ、生態系は一
年を通じて安定であり、この生態系の安定性がア
ンデス牧畜の移動の必要性をなくし、定住的牧畜
の成立を可能にしたと鋭く指摘する。月原 4）は、
ブータン西部での事例研究、および、膨大な文献
研究の結果、ヒマラヤ南面の環境利用と生業様式
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　本稿は、ラダーク管区において、1）高度差を伴う農耕システム、2）高度差を利用した牧畜システ
ム、3）広域交易システムを把握し、4）ラダーク管区の農耕・牧畜・交易複合システムを形成させた
要因を分析することを目的とした。ドムカル三村、クラムリック、高層草地プでの環境利用について
調査した結果、農耕が中心的な生産活動として存立し、その農耕に合わせるように家畜飼養と広域交
易を生業に組み込んでいることが明らかとなった。ラダークでは一つの世帯が農耕、牧畜、広域交易
に携わっていることが特徴である。ラダークでは、乾燥条件のもと、水資源を求めて扇状地や渓谷部
の狭い平地に集落を形成している。ラダークの「乾燥」「冷涼」「狭い平地」という厳しい制限要因が、
それぞれの世帯に農耕・牧畜・広域交易という多様な生産活動を必要として迫らせたと考えられる。
そして、このような厳しい生態環境下において、ラダークの人々は「謙虚・互助」に生き抜くことに
より、高地により適応して生活しようとしている。ここに、生態環境の制限に左右されながらも、人
びとの生態環境への働きかけがあり、ラダークという高地文明を形成しているのである。
キーワード：農耕・牧畜・交易システム、制限性、高低差、環境利用、高地文明

の構造把握には、北南（高低）方向の垂直軸の比
較に加え、東西方向の水平軸を持ち込む地域間比
較の視座が重要であることを指摘する。ヒマラヤ
西方のインド・ネパール系とヒマラヤ東方のチ
ベット・ビルマ系とを比較し、ヒマラヤ西方のイ
ンド・ネパール系は生業がより分業的・相互依存
的であり、移動性が大きく、垂直的に社会・民族
間で棲み分けする傾向にあるのに対して、ヒマラ
ヤ東方のチベット・ビルマ系では生業が統合的・
自給的であり、交易・商業的専業性に乏しく、移
動も比較的狭い範囲に留まり、水平的に社会・民
族間で棲み分けする傾向にあるとするヒマラヤ水
平方向のモデル化をおこなったうえで、ブータン
の環境利用は「居住地域内部の理論を受け継いだ
ヒマラヤの経済・社会のチベット文化型」の発展
型であると分析した。このように、月原はヒマラ
ヤ南面の東西比較という新しい比較軸を導入する
ことによって、ブータン西部の特徴を浮かび上が
らせ、グレート・ヒマラヤ内部の地域研究を巨視
的に試みている。
　著者らが調査してきたチベット系の移牧民が生
活するインド北部のラダーク管区においても、約
3000m ～約 4000mの高度差を季節的に上下利用
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する農耕と牧畜とがおこなわれている。また、移
牧民の生活域だけでは生産が自己完結しなかった
ため、広域交易をおこなうことにより必要物資を
入手するという季節的な水平移動もおこなわれて
いた。これらの生産活動や経済活動は、ラダーク
移牧民の生業の本質に関わる領域であり、ラダー
ク移牧民の生業構造の特徴を分析するために極め
て重要な項目群である。そこで本稿では、ラダー
ク管区において、1）高度差を伴う農耕システム、
2）高度差を利用した牧畜システム、3）広域交易
システムを先ずは把握し、そして、4）ラダーク
管区の農耕・牧畜・交易複合システムを形成させ
た要因を分析することを目的とした。

調査世帯と調査方法
ドムカル村の立地
　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、
レーでは年間でも平均で 117mmしかない 5）。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のところに耕作地と
民家とを伴ったドムカル村の集落がある（図 1）。
ドムカル村は、狭い谷沿いに下方からド村（下村）、
バルマ村（中村）、ゴンマ村（上村）と展開して
いる（図 2）。このドムカル三村の上方には、ク
ラムリックとよばれる村がもう一つある注 1）。ク
ラムリックが農耕限界地である。クラムリックに
も耕作地と定住集落とがある。ドムカル三村もク
ラムリックも、狭い渓谷に立地しているため、農

図1　インド北部のジャンムー・カシミール州ラダック管区ドムカル村の位置と自然環境 5）
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作物を作付けできる平坦な耕作地や家畜を放牧で
きる平坦な草地は狭く限られている。特に、バル
マ村では平坦な土地が極めて狭い。クラムリック
では、民家が少ないため、耕作地や草地が比較的
多く残っている。クラムリックの上方は、農耕を
おこなうことができず、春から夏、秋にかけての
放牧地として利用されている。この高層草原はプ
puと呼ばれている（写真 2）。それぞれの標高は、
ドムカル・ド村 2,900mに、ドムカル・バルマ村
3,400m、ドムカル・ゴンマ村 3,800m、クラムリッ
ク 4,100m、高層草地プ 4,400m以上に、それぞれ
位置している 6）。

調査方法
　調査は、2007年～ 2009年にかけて予備調査を
おこない、2010年 9月にドムカル・ゴンマ村で 6
世帯（事例 1 ～事例 6）、クラムリックで 2世帯（事
例 7 ～事例 8）、ドムカル・ド村で 3世帯（事例 9
～事例 11）、ドムカル・バルマ村で 4世帯（事例
12 ～事例 15）、合計 15世帯に対して、家畜飼養
システム、農耕システム、および、かつての広域
交易についてインタビュー調査をおこなった。
　農耕・牧畜の時期に関しては、チベット暦と西
洋暦との混乱を避けるために、チベット暦に従っ
たインタビューをおこない、チベット暦によって
回答を得た。本稿の日付もチベト歴に従った表記
となっている。なお、チベット暦は太陰太陽暦で
ある。チベット暦の各月は、新月より始まり 29
日もしくは 30日で閉じるため、1年が 354日で
構成される（表 1）。365日よりも 11日間短いズ
レを修正するために、チベット暦には 3年に 1度、
13ヶ月の年がある。2010年が、11月が 2回ある
閏月を伴っていた。従って、チベット暦は、西洋
歴上では年次間で 15日前後の相違が生じてしま
う。本稿で農耕歴や家畜歴をチベット暦で示して
いるが、年次により 15日ほど前後する。
高度差によって異なる農耕システム
　ドムカル三村やクラムリックで最も多く作付け
されているのはオオムギである。コムギも一部で
作付けされ、ソバとアワはオオムギの裏作として
用いられている。本節では、オオムギ、コムギ、
ソバ、アワの農耕作業と農耕暦をドムカル・バル

図2　ドムカル村、クラムリック、高層草地の標高位置
とそれぞれの特色

＊草地・耕作地の大きさは、相対的な広さの傾向を示している。
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＊

表1　太陰太陽暦のチベット暦と太陽暦の西洋歴の対照表
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マ村の T世帯（事例 12）を基にしながら報告する。
次に、高度差による農耕歴の相違を、オオムギを
事例に検討する。

農耕歴
オオムギ
　オオムギはナス nasと呼ばれる。ドムカル・バ
ルマ村では 2月中旬にオオムギの播種がおこなわ
れる（図 3）。播種に先立ち、1月中に人糞と家畜
糞を耕作地にばら撒く。人糞・家畜糞を耕作地に
ばら撒く作業をルット luthと呼ぶ。2 月中旬の播
種の直前に耕作地に水をはる。たいてい前日にお
こなう。この灌水は、耕作地を水で湿らせ、耕起
など農作業をしやすくするためであるという。こ
の耕作地を湿らせ、柔らかくする灌水をタチュ
thachuと呼ぶ。タチュの後、耕作地をゾモ 2頭だ
ての犂で耕起する（写真 3）。耕起をトン thongと
呼ぶ。耕起の後、播種し、人工肥料を施肥する。
播種はソン son、人工肥料はカチュル・ルット
khachul luthと呼ぶ。耕起した際、土が塊となっ
ている場合が多い。そのため、播種・施肥後、大
きな土の塊を粉砕してから、耕作地を平にならす。
土の塊を粉砕することをトクシュル thokshul、耕
作地を平にならすことをバットbuthとよぶ。播種・
施肥後の整地は、このトクシュルとバットよりな
る。耕起・播種・施肥・整地した 4日～ 5日後に、
耕作地に灌漑するための水路作りをおこなう。2

月の中旬から下旬にかけてである。水路作りの作
業をシャウ shaoo と呼ぶ。このように、春先の播
種に関わる農作業の工程は、糞の施肥・潅水・耕
起・播種・人工肥料の施肥・整地・灌漑水路作り
となっている。世帯によっては、播種・人工肥料
の施肥をしてから、耕起・整地をすることもある。
　耕起・播種・施肥・整地の作業は、耕作地の持
ち主だけでなく、親戚や隣人、友人が共同してお
こなう。逆に、友人が農作業をおこなう時には、
助けにいくことになる。つまり、農作業は村の人々
が互いに助け合って、共同でおこなうのである。
この互助行為をランディ langdayと呼び、ランディ
である間柄や集団をベスパ bespaという。農作業
が終ると、耕作地の持ち主は助けてくれたベスパ
を自宅に必ず招きいれる。夕食をもてなし、オオ
ムギのどぶろくであるチャン、チャンの蒸留酒で
あるアラッを交わすことが習わしである。この夕
食の宴会は夜遅くまで続くことになる。
　ドムカル村から約 15km離れたカルツェ村で調
査をおこなった山田 7）は、オオムギの作付けや収
穫・脱穀の工程を詳細に報告している。カルツェ
でのオオムギの作付けは、耕作地を湿らせ柔らか
くするための灌水タチュ、糞の施肥、耕起、整地、
灌漑水路作り、播種、覆土、灌漑水路作り、灌漑
の工程となっている。作付け技法の内容はほぼ同
じであるが、同じラダークでも工程の手順は村々
によって異なっていることが理解される。

図3　ドムカル・バルマ村のT世帯（事例12）の代表的農作物の農耕作業と農耕歴
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写真1　ドムカル・ゴンパ（上村）から上方を臨む景観。
狭い渓谷の谷底の平地を利用して灌漑農耕をおこない、家畜を飼養し、
民家を建てて生活している。前方中央の低い小丘にクラムリックの集
落がみえる。その向こうが農耕限界地域の高層草原プである。

写真2　高層草原プの景観。
なだらかな氷河谷の底面には、数多くの水路が引かれており、湿地帯
が広がっている。このイネ科を主体とした草本植物が密に繁茂した植
生が、夏の間の放牧に利用される。

写真3　ゾモを用いた耕作地の耕起耕。
耕起をトンと呼ばれる。灌水して柔らかくした耕作地をゾモ2頭に犂
を引かせて耕起する。耕起の後に播種される。

写真4　ゾモによるオオムギの脱穀作業。
中心に棒を立て、ゾモを紐で繋ぎとめ、収穫したオオムギの上を何度
も何度も円く歩かせて脱穀する。ヒトは家畜の後ろから、歌を歌いな
がら追い立てる。

写真5　オオムギ収穫跡地での放牧風景。
オオムギの落穂、刈株など、収穫後の残渣を狙って家畜は収穫跡地に
やってくる。
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　水路を作って 1ヶ月後の 3月下旬、先ず除草す
る。除草してから人工肥料を追肥する。除草・追
肥したら、灌漑をおこなう。第 1回目の灌漑は、
除草・追肥の翌日からおこなう。灌漑はナニチュー
と呼ばれるが、第 1回目の灌漑は特にドゥル
チューと呼ばれる。第 1回目の灌漑は少量とし、
第 2回目以降から多めに灌漑する。これは、第 1
回目で水を多量に入れてしまうと、表土が灌漑水
と一緒に流れてしまうため、第 1回目は少量の水
で灌漑し、乾燥させ、先ず表土を固くさせるのだ
という。灌漑は、第 1回目以降、1週間ごとに継
続的におこなわれる。人工肥料による施肥は、播
種時と第一回目灌漑時の 2回のみである。
　収穫は 6月中旬である。播種後 4ヶ月、第 1回
目灌漑後約 3ヶ月して収穫できるという。収穫の
作業をガブツァ ngabuptseと呼ぶ。収穫の直前ま
で灌漑をおこなう。直前まで水を張り、土を湿ら
せて柔らかくし、オオムギの根を抜けやすくする
のだとういう。収穫前に土地を乾かせ、オオムギ
の穂を意図的に乾燥させることはない。収穫した
ならば、そのまま耕作地の上に横倒しする。2日
～ 5日ほど天日に当てて乾燥を促す。乾燥させた
方が脱穀しやすくなるという。この収穫物を乾燥
させる作業をカムチェス kamchesと呼ぶ。
　脱穀は、6月下旬におこなう。脱穀の作業をカ
ユ khayouと呼ぶ。脱穀は、ゾ、ゾモ、雄ウシ、
雌ウシによりおこなう（写真 4）。乾燥させたオ
オムギを一カ所に集め、その上に家畜を何度も何
度も歩き回らせて、脱穀する。家畜は 5・6頭を
紐で繋ぎ合わせ、中心に歩く速度が遅い家畜を、
外側には歩く速度の速い家畜を位置させ、歩く速
度の遅い家畜を中心に円を描くように家畜を歩か
せる。中心に棒を立てて家畜を紐で繋ぎとめ、円
く歩かせることもある。外側にウマを用いること
もある。脱穀した後に残る茎は家畜の飼料とする。
現在は多くの世帯が脱穀機を利用している。2000
年頃からドムカル村に脱穀機が入り始めたとい
う。家畜で脱穀する場合は6日～10日ほどかかり、
脱穀機の場合は数時間で終るという。

コムギ
　コムギはド dohと呼ばれる。コムギの耕起・播
種・施肥・整地・灌漑水路作り、および、除草・
施肥・灌漑の作業内容と時期とは、オオムギの場

合と全く同一である。ただ、収穫時期がオオムギ
に比べて 20日～ 1ヶ月ほど遅く、7月中旬となる。
収穫後の乾燥・脱穀はオオムギの場合と同様であ
る。

ソバとアワ
　ソバはブロ bro、アワはチャ chaと呼ばれる。
ソバもしくはアワは、オオムギ収穫後に裏作物と
して作付けされている。標高 3,400mのドムカル・
バルマ村と標高 2,900mのドムカル・ド村では二
毛作が可能であり、標高 3,800mのドムカル・ゴ
ンマ村と標高 4,100mクラムリックでは二毛作が
できないという。
　オオムギを収穫し、乾燥させたオオムギを取り
集めた後、ソバとアワの作付けを直ぐに始める。
水をはって土を柔らかくし、耕起・播種・整地・
水路作りをする。ソバとアワの場合は施肥はしな
い。1週間ごとに灌漑し、播種から 2ヶ月後の 8
月下旬に収穫する。ソバの場合は、ソバの実を成
熟させて旨味を増させるために、ソバを耕地でね
かせて乾燥させる。この作業をチョック chowkと
呼ぶ。そして、ソバを寄せて束にし、一カ所に集
め、ソバの束を立たせて乾燥を促す。この乾燥作
業をヒリス herisと呼ぶ。乾燥させたソバは、棒
で叩いて脱穀する。十分に乾燥しているほど、棒
で叩いた際に穀実が容易に落ちるという。茎は家
畜の飼料とする。脱穀は 9月中旬くらいにおこな
う。
　オオムギ収穫前に播種してしまう事例もみられ
る（世帯 9）。オオムギ収穫直前にソバの種を播き、
オオムギの収穫・乾燥の作業の間にソバは発芽す
る。乾燥したオオムギを取り去ると、直ぐにソバ
が伸長してくるという農法である。オオムギ収穫
前にソバを播種する農法は、耕起と新たな水路作
りとをおこなうことなく、ただ整地のみで済む。
この農法では、収穫は 8月上旬となる。このオオ
ムギ収穫前のソバの播種は世帯 9のみで確認され
た農法であり、オオムギ収穫後にソバを播種する
農法の方がドムカル村では主流である。
　世帯 12の場合、ソバつくりを 1947年以降は停
止しているという。コムギやコメが政府配給物で
安く買え、また、食料が必要になった時にはレー
のマーケットでいつでも買うことができ、ソバ以
外の食料が十分にあるからだという。ソバは製粉
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し、オオムギ粉と混ぜ、煮て練ってパバ pabaと
呼ばれる食べ物にする。パバは、食べごたえがあ
り、胃袋にずっしりと重い。高齢な人々はパバを
好むが、若い世代はパバを好まず、コムギ粉やコ
メの料理を好む 8）。このソバ料理離れ、コムギ粉・
コメ料理への偏好が、ソバつくりを停滞させてい
る。
　アワは家畜飼料として栽培されている。食用で
はない。アワの耕起・播種・整地・水路作りとは、
ソバと全く同一である。アワも 8月下旬に収穫す
るが、収穫すると直ぐに屋敷に持ち帰り、屋敷の
屋根に積み上げる。2ヶ月では食用となる実がつ
かないのだという。冬の間、アワを家畜に給与す
る。世帯 12では、アワを 2002年から栽培し始め
たという。
　アワを食用に栽培するには、最低 3ヶ月間は生
育期間が必要であるため、5月下旬には播種しな
ければならないという。5月下旬に播種するとい
うことは、オオムギ収穫前であり、オオムギの裏
作でなくなることを意味している。つまり、食用
アワを栽培するには、アワの栽培のための専用の
耕作地が必要になる。ドムカルの人々は、アワ栽
培よりもオオムギ栽培を重視しており、アワ栽培
をするならオオムギを栽培する。そのため、ドム
カル村では食用のアワを栽培する人はほとんどな
く、主にオオムギの裏作として飼料用アワを二毛
作しているのである。

農作物栽培の高度差
　高度差による農作物栽培の時期的相違を、オオ
ムギを事例に把握してみたい。播種は、ドムカル・
ド村では 2月中旬、ドムカル・バルマ村では 2月
中旬～ 3月上旬、ドムカル・ゴンマ村では 3月中
旬～ 4月上旬、クラムリックでは 3月上旬である

（図4）。下方のドムカル・ド村から上方のドムカル・
ゴンマ村へと標高が上がるに従って播種の時期が
遅くなっている。ただし、最上方のクラムリック
では 3月上旬と、ドムカル・ゴンマ村の 3月中旬
～ 4月上旬よりも早く、ドムカル・ド村の 2月中
旬、ドムカル・バルマ村の 2月中旬～ 3月上旬の
後に播種がおこなわれている。
　収穫は、ドムカル・ド村では 6月上旬～ 6月中
旬、ドムカル・バルマ村では 6月中旬～ 6月下旬、
ドムカル・ゴンマ村では 7月中旬～ 7月下旬、ク
ラムリックでは 7月上旬である。収穫の場合も同
様に、下方のドムカル・ド村から上方のドムカル・
ゴンマ村へと標高が上がるに従って収穫の時期が
基本的には遅くなっている。しかし、最上方のク
ラムリックでは 7月上旬と、ドムカル・ゴンマ村
の 7月中旬～ 7月下旬よりも早く、ドムカル・ド
村やドムカル・バルマ村の次に播種がおこなわれ
ている。
　この最上方のクラムリックの播種・収穫時期が
下方のドムカル・ゴンマ村よりは早くなっており、
播種・収穫時期と高度とが全くの比例関係とは
なっていないことは、実はより下方のドムカル・
ド村との関係や家畜の高度差利用と密接に関係し
ている。本点は、ラダーク管区の農耕・牧畜複合
システムの根幹に触れる極めて重要な事項である
ので、後で改めて検討したい。

高度差を利用した家畜管理システム：季節
的上下移動
　秋から冬、春にかけて牧野の飼料資源が乏しく
なる期間、家畜は世帯毎に畜舎の中で飼料給与に
より舎飼いされる。一方、春から夏、秋にかけて
牧野に飼料資源がより豊富にある期間、家畜は屋
外で放牧される。この春から秋にかけての間、家

図4　標高差に伴ったオオムギの播種時期と収穫時期の相違

2 3 4 5 6 7
播種 収穫

ドムカル・ド

ドムカル・バルマ

ドムカル・ゴンマ

クラムリック



ヒマラヤ学誌　No.12　2011

― 47 ―

畜種別・泌乳注 2）の有無別に家畜管理の方法が異
なってくる。本節では、1）泌乳中の大型家畜、2）
雄・乾乳中の大型家畜、3）中型家畜のヒツジ・
ヤギ別に飼養管理の方法を検討してみたい。なお、
ラダーク管区では、大型家畜としてヤク yak、リ
モ drimoと呼ばれる雌ヤク、ゾ dzoと呼ばれるヤ
ク・ウシ交雑種の雄、ゾモ dzomoと呼ばれるヤク・
ウシ交雑種の雌、ラント langtoと呼ばれる雄ウシ、
バラン balangと呼ばれる雌ウシが、中型家畜とし
てラ raと呼ばれるヤギ、ルク lukと呼ばれるヒツ
ジとが飼養されている。

泌乳中の大型家畜：雌ヤク、ゾモ、雌ウシ
　春から秋にかけては、泌乳中の大型家畜を上方
の草地で放牧させる。泌乳中の大型家畜を上方の
草地に上げる方法には、牧夫に委託する場合と自
らが連れていく場合とがある。
　泌乳中の大型家畜を牧夫に委託する場合は、5
月中旬頃～ 7月中旬頃の夏の 2ヶ月間、牧夫に委
託し、高層草地のプで放牧させる（図 5-1）。この
泌乳中の大型家畜を牧夫に委託するシステムにつ
いては、池田 6）によって詳しく調査されている。
泌乳中の大型家畜を受託する牧夫をジョンパ
shonpaと呼ぶ。ジョンパは、数世帯でグループを
つくり、共同して泌乳中の大型家畜をプにて放牧
させる。ジョンパの仕事は、委託世帯から泌乳中
の大型家畜を引き受け、プにて放牧の管理をし、
害獣から守り、搾乳・乳加工し、委託世帯に送り
届けることにある。ジョンパグループを構成する
各世帯から男子が 1人ずつ労働に当り、プにて泌
乳中の大型家畜の世話をする。それぞれのジョン
パ世帯での家畜飼養規模は 20頭前後、一つのグ
ループで 30頭～ 50頭になり、この内、平均して
70％ほどが受託した家畜となっている。現在、全
てのジョンパはクラムリックとゴンパ村に居住し
ている。ドムカル・ド村、ドムカル・バルマ村、
ドムカル・ゴンマ村のいずれの村からも泌乳中の
大型家畜を受け入れている。かつては、それぞれ
の村にもジョンパがいたという。
　泌乳中の大型家畜の委託料は、金銭を伴うもの
ではなく、引き受けた家畜から搾乳・加工した乳
製品の大部分を受け取ることによって成り立って
いる。委託世帯に家畜を戻す際に、個体当りバター
2.5kg/月～ 3kg/月のみを添えるだけで、それ以外

の全てのバターとチーズとをジョンパが貰うとい
う条件である。2ヶ月間委託するので、委託世帯
は家畜当りバターを 5kg ～ 6kgのみを受け取るこ
とになる。ジョンパは、受け取ったチーズとバター
とを持ち帰り、近所の人々やレーなどのマーケッ
トで売却する。この収入がジョンパの労賃であり、
収入源となる。
　かつては、ジョンパの方から泌乳中の大型家畜
を受託したいと言ってきたという。今では、ジョ
ンパの数が少なくなり、沢山の泌乳中の大型家畜
を引き受けることになるため、ジョンパの方から
受託を断るのだという。この傾向は、2006年頃
から強くなったという。泌乳中の大型家畜の委託
をジョンパに断られた場合、自ら泌乳中の大型家
畜をプに連れて行き、泌乳中の大型家畜を自由放
牧させるしかないという。オオカミや雪ヒョウに
殺されても仕方ないという。
　一方、自ら家畜を上方に上げるシステムを、ド
ムカル・ド村の T世帯（事例 9）の事例で検討する。
ドムカル・ド村でのオオムギの作付けや灌漑用水
路つくりが終了した 2月下旬、大型家畜・中型家
畜の全ての家畜を連れてクラムリックに移動する

（図 5-2）。クラムリックには、比較的広い草地と
自らが所有する耕作地とがある。主人、妻の未婚
の姉、長男の妻の 3人で上方に移動する。妻と娘
はドムカル・ド村に留まり、耕作地の世話と屋敷
とを守る。長男は、軍隊での仕事に従事している。
上方への移動の途中、T世帯はドムカル・バルマ
村にも耕作地を持っているために、ドムカル・バ
ルマ村でオオムギの作付けをおこなう。ドムカル・
ド村からドムカル・バルマ村への移動は徒歩 2時
間、ドムカル・バルマ村からクランビック村への
移動は徒歩 3時間～ 4時間であるという。クラム
リックに着くと、家畜をクラムリックの草地で放
牧させる。そして、所有している耕作地でオオム
ギの作付けを 3月上旬におこなう。オオムギの作
付けが終わると、主人と息子の妻はドムカル・ド
村に降りて戻っていき、妻の未婚の姉のみがクラ
ムリックに留まり、家畜の搾乳などの世話、耕作
地の灌漑などの作業をおこなう。このように、自
らが所有する家畜を全て自らが上方に移動させる
場合、オオムギの作付けをおこない、同時に草地
で家畜を放牧させるために、プではなくクラム
リックへと移動するのである。妻の未婚の姉は、
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図5　ラダーク管区ドムカル村における夏期中の家畜の移牧システム
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4．現在の雄・乾乳大型家畜の管理

5．中型家畜ヒツジ・ヤギを上方の草地・耕作地へと自ら導く形態
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クラムリックでのオオムギの収穫と脱穀が終わっ
た後、7月中旬から 7月下旬にかけて全ての家畜
を連れてドムカル・ド村に向けて下り始める。ちょ
うど 7月中旬は、気温も寒くなり始め、草地の草
資源も乏しくなり始める頃である。途中、ドムカ・
ゴンマ村のオオムギ刈跡地で放牧などして、ドム
カル・ド村の屋敷に 8月上頃に戻ってくる。
　ドムカル・バルマ村の T世帯（事例 15）も、
クラムリックにオオムギ耕作地を所有し、夏には
全ての家畜を連れてクラムリックに上がる。ドム
カル・バルマの T世帯では、オオムギを耕作する
土地で、オオムギの裏作としてソバとアワを栽培
する二毛作をおこなっている。ソバ・アワは 8月
下旬に収穫される。そのソバ・アワの収穫が終わっ
たら、クラムリックから家畜を下ろし、ソバ・ア
ワの収穫した土地で刈跡放牧させる。
　クラムリックは、下方の村々から家畜を連れて
夏に移動してくる場所なのである。そんなクラム
リックで居住する人々は、家畜を更に上方の高層
草地プへと上げる。クラムリックの S世帯の事例

（事例 7）では、100カナル kanal注 3）の土地を所有
し、内 50カナルにオオムギを作付けしている。
オオムギの作付けと灌漑水路作りは 3月上旬に済
ます。温かくなり、草地の草本植物が伸び始める
と、泌乳中の大型家畜 1頭のみを屋敷に残し、他
の全ての家畜を 4月中旬にプに上げる。プには 7
月上旬くらいまで滞在する。7月上旬にクラムリッ
クに戻ってきたならば、クラムリックでオオムギ
の収穫をおこなう。
　最近では、家畜飼養頭数が少なくなり、自らが
クラムリックに家畜を連れていくこともなく、
ジョンパに泌乳中の大型家畜を依頼してプに上げ
たりもせず、集落周辺で周年放牧する世帯がみら
れる。ドムカル・ゴンマ村で比較的多くみられる。
ドムカル・ゴンマ村は、U字谷であるため比較的
広い耕作地が展開すると共に、ある程度の草地も
開拓・耕作されずに残存している。近年の若者の
村外流出で、作付けしない耕起地も多くなってき
ている。この非作付け耕起地や草地で周年放牧さ
せるのである。ドムカル・バルマ村は平坦な土地
は狭く、そのほとんどが耕作地と屋敷とで使われ
ている。ドムカル・ド村も、ほとんどが耕作地と
屋敷とで使われており、放牧できる草地はほとん
ど残されていない。そのため、ドムカル・バルマ

村とドムカル・ド村では、夏に泌乳中の大型家畜
が村内に留まることは少ない。

雄・乾乳中の大型家畜：ヤク、雌ヤク、ゾ、ゾモ、
雄ウシ、雌ウシ
　雄の大型家畜、乾乳中の大型家畜については、
かつては牧夫に委託して春から秋にかけて家畜を
上方の草地に上げていたが、最近では自らが連れ
ていく形態に変化してきている。
　1985年頃までは、雄・乾乳中の大型家畜を引
き受けて、プで放牧の世話をする専属の牧夫が存
在しいたという。この雄・乾乳中の大型家畜を引
き受ける牧夫をバレス barasと呼ぶ。バレスは、
ドムカル・ゴンマ村、ドムカル・バルマ村、ドム
カル・ド村の全ての雄・乾乳中の大型家畜を引き
受けて、夏の間、プで放牧の世話をしたという（図
5-3）。バレスは、かつてドムカル・バルマ村に 2
世帯いたという。バレスが存在していた当時、ド
ムカル・ゴンマ村、ドムカル・バルマ村、ドムカ
ル・ド村が一つの共同体として機能していたとい
う。
　バレスは、受託した雄・乾乳中の大型家畜を 5
月中旬～ 7月中旬までプで放牧させたという。報
酬として、雄・乾乳中の大型家畜 1頭当り約 3.5kg
のオオムギ穀実を受け取った。バレスは、このオ
オムギ穀実をレーなどのマーケットで売却したり
物々交換したりして、生活の必要物資を手に入れ
ていた。
　1985年以降、ドムカル村の三つの村に共有さ
れた共同体機能が崩れる。ドムカル・ゴンマ村、
ドムカル・ド村の人々は、自ら雄・乾乳中の大型
家畜をプに上げ始めるようになる（図 5-4）。プで
は、家畜に人が付き従わず、家畜を自由放牧させ
る。ドムカル・バルマ村では、村として共同体機
能が維持し、村として 1グループで雄・乾乳中の
大型家畜をプに上げていた。しかし、2006年以降、
ドムカル・バルマ村でも、共同体機能が崩壊し、
それぞれの世帯が個別に雄・乾乳中の大型家畜を
プに上げるようになっていったという。ドムカル・
バルマ村の T世帯（事例 12）は言う、「今は多く
の人が忙しくしている。かつては、訪ねて来たら
食事をゆっくりと共にしたものだが、今は車で
ぱっと来て、お茶だけ飲んで、直ぐにぱっと帰っ
て行く」と。ドムカル村の多くの人々が軍隊の仕
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事に就いたり、村外で賃金労働に就いていたりす
る 9）。労働は互助行為ではなく現金収入の手段と
しての意味を強め、食料や物資は金銭さえ有れば
多くが調達できるという価値観へと変化する。賃
金労働の傍ら、農耕作業や家畜管理、友人や親戚
への訪問となる。軍隊への就職、若年層の高等教
育化と若者層の村外流出、自動車の普及や貨幣経
済の浸透など、近年のライフスタイルの変化が村
内・村間の共同体機能を崩壊させ、家畜の飼養管
理を変貌させてきているといえよう。プで牧夫の
伴わない家畜群に出会うのは、最近になってのこ
とであり、近年の人間関係の疎遠さが無人の家畜
放牧群を生じさせているのである。
　現在、プへは世帯毎に自らが雄・乾乳中の大型
家畜を上げている状況にある。2月下旬から 5 月
中旬頃には自らがプに連れていく。夏の間、雄・
乾乳中の大型家畜は牧夫に連れ従われることな
く、自由にプの草資源を放牧採食する。プでの放
牧は、規制があるわけでもなく、料金を払うこと
もなく、自由である。寒くなり始め、プでの草資
源が乏しくなり始める 7月上旬頃になると家畜は
自らプから下り始める。ドムカル・バルマ村、ド
ムカル・ド村に属する家畜は、途中、ドムカル・
ゴンマ村のオオムギ収穫跡地で残査を放牧採食し
ながら帰ってくる（写真 5）。オオムギ収穫跡地
での放牧は自由で、耕作地の持ち主に利用料を払
うこともない。ドムカル・バルマ村には広い耕作
地がないので、オオムギ収穫跡地での家畜の滞在
はほとんどないという。ドムカル・ド村に戻って
くるのは 9月下旬になるという。雄・乾乳中の大
型家畜は、プからドムカル・ド村まで約 2ヶ月か
けて下りてくることになる。家畜は自分の家の場
所を知っているという。
　クラムリックに耕作地を所有している場合は、
全ての家畜をクラムリックに連れて行くことは先
に説明した。

ヒツジ・ヤギ
　クラムリックにオオムギ耕作地がある場合は、
自らのヒツジ・ヤギをクラムリックに上げ、クラ
ムリックの耕作地周辺の草地で放牧させることに
なる（図 5-5）。特に、クラムリックには、ドムカ
ル・ド村の人々がオオムギ耕作地を所有する場合
が多い。先に説明した通り、T世帯の場合（事例 9）、

大型家畜と共にヒツジ・ヤギも合わせて全ての家
畜と共に移動し、3月上旬～ 7月中旬頃までの滞
在となる。クラムリックの人々にとっても、クラ
ムリックには耕作地が広がり、ヒツジ・ヤギの糞
を耕作地に還元させたいため、ドムカル・ド村の
ヒツジ・ヤギの放牧をクラムリック近辺でおこ
なってくれるのは都合がよい。
　クラムリックでのヒツジ・ヤギの管理は、T世
帯（事例 9）の証言では、ドムカル・ド村の人々
はヒツジ・ヤギを所有する世帯が協力し、一つの
グループをつくり、ヒツジ・ヤギを放牧させてい
るという。ヒツジ・ヤギを出した世帯では、それ
ぞれの世帯から牧夫を出し、輪番制で 5日交代で
ヒツジ・ヤギ群の世話をするという。このように、
農耕と放牧のためにクラムリックを夏期に訪れる
ドムカル・ド村の人々は、ヒツジ・ヤギ管理とい
う必要性から、共同体としての機能がクラムリッ
ク滞在中においては生きて働いている。
　ドムカル・バルマ村の T世帯（事例 12）の証
言では、近年、1）ドムカル・ド村からクラムリッ
クまで遠い、2）家畜頭数が少なくなってきた、3）
政府配給物やレーなどのマーケットで食料が十分
に購入できる、4）人材流出などの理由で、ドム
カル・ド村からクラムリックへは訪れず、クラム
リックでオオムギを栽培しなくなってきていると
いう。クラムリックでは、作付けしない耕作地が
目立つようになってきたという。従って、夏の間、
クラムリック周辺でヒツジ・ヤギを放牧させず、
ドムカル・ド村周辺でヒツジ・ヤギを放牧させる
世帯が増えてきている傾向にある。
　クラムリック周辺でのヒツジ・ヤギの放牧頭数
が減少すれば、クラムリックの耕作地へのヒツジ・
ヤギの糞の還元量が減少することになる。そこで、
ドムカル・ド村の T世帯（事例 11）によると、
クラムリックの人々がヒツジ・ヤギを貸してほし
いとドムカル・ド村まで頼みにくるという。クラ
ムリックの人々は、それほどまでにヒツジ・ヤギ
の糞を堆肥として欲しがっているのである。T世
帯では、5月中旬～ 7月中旬までの 2ヶ月間、個
体当りバター 0.5kg、乾草 3袋を貸料として、ヒ
ツジ・ヤギをクラムリックの人々に貸し付けてい
るという。
　ドムカル・バルマ村では、一年中、ヒツジ・ヤ
ギを集落に留まらせていたという。糞を耕作地に
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戻す必要があったからだという。谷の草地、耕作
地の間の草地などで放牧させていたという。とこ
ろが、1990年頃から青年層の村外流出で、各世
帯がヒツジ・ヤギを管理できなくなってきたとい
う。現在では、ドムカル・ゴンマ村やクラムリッ
クの友人や親戚に、ヒツジ・ヤギを周年委託し、
管理を依頼する世帯が多くなっているという。
　ドムカル・ゴンマ村の S世帯（事例 1）・T世帯

（事例 2）では、所有するヒツジ・ヤギが小頭数
であり、集落周辺に草地があり、オオムギ耕作地
に糞を還元する必要があることを理由に、ドムカ
ル・ゴンマ村の集落に周年留めて飼養するという。

高度差を利用した農耕・牧畜複合システム
　高度差を利用した移牧のタイミングは、村毎の
播種・収穫の時間的相違（播種・収穫の時期）と
草地の草資源の状態とに密接に関係している。本
節では、これまで述べてきた情報を基に、ドムカ
ル村の牧畜・農耕複合システムについて検討して
みたい。
　ドムカル・ド村の T世帯（事例 9）では、オオ
ムギの播種を 2月中旬におこない、灌漑用水路作
りが終了した 2月下旬、大型家畜・中型家畜の全
ての家畜を連れてクラムリックに移動していた

（図 6-1）。クラムリックには、比較的広い草地と
自らが所有する耕作地とがある。上方への移動の
途中、T世帯ではドムカル・バルマ村にも耕作地
を持っているために、ドムカル・バルマ村でオオ
ムギの作付けを 2月下旬におこなう。クラムリッ
クでは、3月上旬にオオムギの作付けをおこなう
と共に、家畜をクラムリック周辺の草地で放牧さ
せる。夏期の間、妻の未婚の姉のみがクラムリッ
クに留まり、家畜の搾乳などの世話、耕作地の灌
漑などの作業をおこなう。クラムリックでのオオ
ムギの収穫は 7月上旬におこない、7月中旬頃に
オオムギ収穫物の乾燥と脱穀を終え、7月中旬か
ら 7月下旬にかけて全ての家畜を連れてドムカ
ル・ド村に向けて下り始める。ちょうど 7月中旬
は、気温も寒くなり始め、草地の草資源も乏しく
なり始める頃である。途中、ドムカル・ゴンマ村
に数日間滞在し、オオムギ刈跡地で放牧させる。
ドムカル・ゴンマ村では、7月中旬～下旬にかけ
てオオムギは収穫されており、そのオオムギ収穫
跡地放牧を狙ってドムカル・ゴンマ村に滞在する

のである。ドムカル・ド村の屋敷には 8月上頃に
戻ってくる。
　ドムカル・ド村、ドムカル・バルマ村、ドムカ
ル・ゴンマ村では、より上方に村が立地するほど
播種と収穫の時期が遅くなる。しかし、より上方
のクラムリックの播種・収穫時期は、より下方の
ドムカル・ゴンマ村より早くなっており、クラム
リックの播種・収穫時期のみ高度との比例関係が
認められなかった（図 4）。これは、クラムリッ
クでオオムギを耕作するのはドムカル・ド村の世
帯が多く、クラムリックでオオムギを収穫してか
ら下方に降り始め、途中、ドムカル・ゴンマ村で
オオムギ収穫跡地を放牧採食に利用したいがため
に、クラムリックの播種・収穫時期がドムカル・
ゴンマ村よりも早くなっていたのである。このよ
うに、ドムカル村の高度差利用は、農耕と牧畜と
が密接に関連し合いながら成り立っていることが
理解される。
　ドムカル・バルマ村でも同様な牧畜・農耕複合
システムがみられるが、クラムリックから戻って
くるタイミングは、オオムギの裏作としてソバと
アワを栽培する二毛作をおこなっているかいない
かで異なる。ソバとアワを作付けする場合、ソバ・
アワは 8月下旬に収穫されるため、8月下旬以降
に家畜をクラムリックから下ろし、ソバ・アワの
収穫した土地で刈跡放牧させる。
　一方、クラムリックを本村としている世帯では、
3月上旬にオオムギの播種をおこない、泌乳中の
大型家畜 1頭のみ屋敷に残し、他の全ての家畜を
4月中旬にプに上げる（図 6-2）。プには 7月上旬
くらいまで滞在する。7月上旬にクラムリックに
戻ってきたならば、クラムリックでオオムギの収
穫をおこなう。
　雄・乾乳中の大型家畜は、所有世帯が高層草原
のプへと導き、プで夏の間を自由放牧させる（図
6-3）。プへと導くタイミングは、2月下旬から 5 
月中旬までの農作業と重ならない時期がそれぞれ
の世帯で決められる。プでの草資源が乏しくなり
始める 7月上旬頃になると家畜は自らプから下り
始める。雄・乾乳中の大型家畜は、途中、オオム
ギ収穫跡地で残査を放牧採食しながら帰ってく
る。ドムカル・ド村に戻ってくるのは 9月下旬に
なる。
　このように、ドムカル三村、クラムリック、高
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層草地プの環境利用の特徴は、農耕のタイミング
に家畜の移動のタイミングを合わせて成り立って
いることにあり、農耕と牧畜とが互いに密接に関
連し合うことにより複合システムが機能している
ことにあるといえる。

広域交易システム：季節的水平移動
　かつてドムカル村の人々は、ドムカル村では生
産できないコメ、コムギ粉、茶、砂糖、油などを、
広域交易によって入手していた。本節では、この
季節的に水平移動するタイミングと農耕・牧畜複
合システムとの関係を考察してみたい。ドムカル・

図6　ラダーク管区ドムカル村・クラムリックにおける夏期中の農耕時期と家畜の移動のタイミング
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ゴンマ村の S世帯（事例 1）を事例に、この広域
交易について考察を進めることにする。
　S世帯の広域交易は、5世帯～ 7世帯が一緒に
なって 1つの商隊を組んでいた。広域交易グルー
プに参加した場合、それぞれの世帯から 1名～ 2
名の男が参加した。各世帯それぞれ、荷物運搬用
にロバ約 7頭 /世帯、ヒトの騎乗用に馬 1頭 /世
帯～ 2頭 /世帯を用いた。全体では、ロバ約 40頭、
馬 10頭くらいの商隊となった。
　初夏の 3月下旬から 4月上旬、オオムギを播種
した後、先ずチャンタンに広域交易に出かけた（図
7）。ドムカル・ゴンマ村からは、オオムギ炒粉、
乾燥アプリコット、バルチスタンで入手した乾燥
果物（バジョ）を携えて行った。ドムカル・ゴン
マ村から一つの交易中心地であるサクティ Sakti

まで 6-7日、サクティからチャンタンのタシギャ
ン Tashigongやルトック Rutokまでは 1ヶ月以上
かかった。ドムカル・ゴンマ村からチャンタンま
では、ずっとインダス川沿いには行かなかった。
ドムカル・ゴンマ村かインダス川沿いを行き、レー
を通過後、カル Kharuという村で北上し、サクティ
を通り、山側の道を進み、ニョマ Nyomaでイン
ダス川沿いの道に再び合流し、そのままインダス
川沿いを上り、タシギャンへと進んだ。山側の道
を進んだ方が、家畜の放牧のための草地が多く
あったという。タシギャンやルトックでは、チベッ
ト遊牧民と羊毛、パシミナ（山羊毛）、クルーと
呼ばれるヤクの毛、塩と交換した。タシギャンや
ルトックでは賃金労働をすることなく、物々交換
に専念した。現在は、タシギャンもルトックも中

図7　ドムカル・ゴンマ村のS世帯が1947年頃までおこなっていた広域交易
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国領となっている。
　晩夏の 6月中旬～ 7月中旬、ドムカル・ゴンマ
村でオオムギの収穫が始まる前にチャンタンから
戻り始めた。ドムカル・ゴンマ村では、オオムギ
の収穫は 7月下旬におこなわれる。それまでにド
ムカル・ゴンマ村まで帰り着くようにチャンタン
を出発した。途中、サクティで塩を交換により入
手した。また、ラダーク管区の中心地であるレー
にも立ち寄り、羊毛、パシミナ、ヤク毛、塩の一
部を売り現金化した。そして、コメ、コムギ、茶、
油など生活必需品を購入した。レーはラダーク管
区における一大商業センターであり、カシミール
のスリナガル Srinagarなどから商人がきて、コメ
やコムギなどをもたらしたという。チャンタンと
の広域交易で、ドムカル・ゴンマ村には、羊毛、塩、
コメ、コムギ、茶、油、現金などを持ち帰ること
となった。
　そして、ドムカル・ゴンマ村でオオムギの収穫
と脱穀が終わる晩秋の 8月中旬、バルチスタンの
スカルドゥ Skarduやカブル Khapaluへと広域交
易に出かけた。スカルドゥへはカルギル Kargilを
経るルートを選ぶことも多かった。カブルへは山
越えして行ったという。バルティスタンへもチャ
ンタンとほぼ同じ商隊メンバーで出かけた。バル
ティスタンへは、塩と羊毛とを携えて行き、乾燥
アプリコット、乾燥果物（バジョ）、アプリコッ
トオイルと交換した。これらの交換物の多くは、
チャンタンへと持って行く物資となった。冬の
10月に、遅くとも新年のローサルが始まる前に
はドムカル・ゴンマ村に戻った。現在は、バルティ
スタンはパキスタンの領土となっている。
　S世帯では、現在では家畜を引き連れた徒歩に
よる広域交易はおこなっていない。自らの徒歩に
よる広域交易は、1947年にインドが分離・独立し、
インドとパキスタンとの間の国境が閉鎖された際
に、停止せざるをえなくなったという。戦争と共に
広域交易システムが終焉していったといえよう注 4）。
　このように、かつての広域交易システムもドム
カル村での農耕暦に合うように組み立てられてい
ることが理解される。ドムカル村の農耕歴は、家
畜の季節的な上下移動のタイミングに影響を与え
たばかりでなく、チャンタンやバルティスタンと
の広域交易の水平移動のタイミングにも影響を与
えたといえる。

ラダーク移牧の特徴
季節的上下移動型牧畜（移牧）と季節的水平移動
型牧畜
　移牧とは、「季節的に上下移動して農作物栽培
や家畜飼養をおこなう生業」10,11）であり、必ず冬
には戻っていく本村をともなっていることを特徴
としている。ヒマラヤ地域だけでなく、ブルガリ
アやルーマニアなどのバルカン半島 12,13）、イタリ
ア 14）、アンデス高地 11）などの事例も、夏の放牧
地への移動と冬には戻っていく本村が存在してい
ることを示している。稲村は、ヒマラヤとアンデ
スの事例研究から、移牧の形態としては、移農定
牧、移農移牧、定農移牧、定牧の 4つの形態があ
るという。いずれの形態も、冬には戻っていく本
村が存在していることで共通している。
　本稿で検討してきた通り、ドムカル村やクラム
リックにおける移牧は、冬には戻っていく農耕地
を伴った本村が確かに存在し、牧畜システムは農
耕システムと密接に関連し合って成り立ってい
た。むしろ、農耕暦に合わせるかのように、家畜
の上下移動のタイミングが組み込まれていたとい
える。また、広域交易においても、ドムカル村の
農耕歴は、チャンタンやバルティスタンに訪れる
時期やドムカル村に戻ってくる水平移動のタイミ
ングにも影響を与えていた。つまり、ドムカル村
の農耕・牧畜・広域交易システムは、農耕が中心
的な生産活動として存立し、その農耕に合わせる
ように牧畜と広域交易を生業に組み込んでいると
いえよう。そんなラダーク移牧民においては、食
生活においても、農耕生産物から約 70％、家畜
生産物から約 10％を摂取しており、農耕に大き
く依存している 8）。ラダーク移牧民の家畜飼養の
目的は、農業生産だけでは十分でない食料を補足
し、堆肥や役力として農業生産のために利用し、
生活必需品を入手するための運搬手段や交換材と
しても利用することにあり、複合的に利用するこ
とにある。
　一方、北アジアのモンゴル・ゴビ地方で季節的
水平移動する遊牧民は、草地に周年依存し、家畜
を飼養している 15,16）。農耕に携わることはなく、
家畜の肉や乳製品、毛・皮革を生産することによ
り、生業を成り立たせている。食料摂取の割合で
は、搾乳期において、家畜生産物の乳・肉・血に
72％を依存しており、食生活が牧畜に大きく依存
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しているとされる 17）。また、西アジアのシリア内
陸部では、アラブ系牧畜民がヒツジ・ヤギを飼養
して生業を成り立たせている 18）。オオムギを栽培
するが、これは冬期用の家畜の飼料のために栽培
しているのであって、人間用ではない。ヒツジ・
ヤギの畜産物を食し、畜産物を近郊の市場で換金
することにより、生業を成り立たせている。オオ
ムギの収穫を待って、その収穫跡地に家畜を放牧
し、確かに農耕のタイミングに合わせて季節的水
平移動する時期が一時的にはあるが、あくまで家
畜の放牧を目的とした移動であり、農作物の栽培・
収穫のための移動ではない。しかも、オオムギの
栽培は、1950年代以降にモータリゼーションの
浸透と共に始まったことで、それ以前はオオムギ
を栽培することなく、ただヒツジ・ヤギを飼養し
ていた 19）。更に、東アフリカのトゥルカナ牧畜民
は、ラクダを飼養し、食料摂取の 76％を家畜生
産物に、特に乳には 61％をも依存すると報告さ
れている 20）。これらのアジア大陸やアフリカ大陸
の季節的水平移動する牧畜民の事例は、いずれも
牧畜が生業の中心に存立していることを指し示し
ているのである。
　このように、北アジアや西アジアの乾燥地帯の
牧畜民と比較すると、ラダーク移牧民は農業を生
業の中心的な生産活動と位置づけ、家畜飼養を巧
みに取り入れていることを特徴としていることが
理解される。例外となる事例も存在することであ
ろうが、多くの事例では、季節的水平移動型牧畜
は家畜の放牧ために移動することを主な目的と
し、季節的上下移動型牧畜は農耕と強く連動して
移動しているとまとめることができる。乾燥地を
水平移動する牧畜と、乾燥地を上下移動する牧畜
とは、本質的に生業戦略が異なっていると言える。
高地渓谷部の狭い平地に耕作地と草地とを共存さ
せた生態環境においては、家畜飼養だけでは生業

が成立せず、農耕と広域交易とを組み合わせるこ
とにより存立してこれたのである。

ラダーク移牧民の特徴
　ラダークでは、年間降水量が 100mmほどしか
ないために、農耕は全て灌漑によりおこなわれて
いる。そのため、必然的に集落は扇状地か渓谷部
に形成される。渓谷の場合、平地は限られている
ため、農耕地は狭くなる（表 2）。渓谷は平地が
少ないが、渓谷を上方に上っていくと氷河谷の比
較的なだらかな谷が広がる。4000m以上の氷河谷
では、湿地帯を伴った高層草地が形成され、夏期
の家畜の都合の良い放牧地となる。また、ラダー
クの大部分は北緯 35°前後、標高 3000m以上の
中緯度高地であるため、気候は冷涼であり、一年
の約半分は農耕不適期となる（図 3）。ラダーク
の生業空間の特徴は、渓谷部の狭い平地と上方の
高層草地から成り立っていることであり、「乾燥」

「冷涼」「狭い平地」が農耕と牧畜の生産活動を制
限していることである。
　そんな食料生産や居住空間としては決して恵ま
れていない高地に、ヤクを初めとする家畜、オオ
ムギ、そして、マメ類を利用して、ラダークの人
びとは展開している。土地面積に限りがある生態
環境下で、本村では平地をなるべく農地としてつ
くり広げる。そのため、家畜の放牧地は、はるか
上方の高層草地を目指し、夏には放牧場所を移す
移牧（季節的上下移動）を必要とさせた。また、
一つの村だけで生活が成り立たないことが、隣地
との物々交換のための広域交易システム（季節的
水平移動）を必要とさせた。つまり、高地という
自然環境の制限性、山岳地帯の谷間を利用すると
いう土地面積の制限性ゆえに、季節的上下・水平
移動の技術をラダークの人びとに強要させ、発達
させたといえよう。その結果、ラダーク移牧民は、

表2　水平移動牧畜と垂直移動牧畜の比較

注）ソルクンブ、ペルーは稲村 10）による
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一つの世帯で農耕をおこない、家畜も飼養し、そ
して、広域交易もおこなう複合システムを採用し
ている。
　移牧や広域交易システムを発達させたために、
男が長期に外出することになる。そのため、もう
一人の男が家を守るという一妻多夫システムをも
ラダーク社会に生み出させた。この一妻多夫は、
限られた食料生産性という高地において、人口増
加を抑制することにもなり、人口を低く保って人
びとが共存できるための役割をも果たすことにな
る 21）。
　ところで、季節的水平移動するモンゴル遊牧民
は、広大な草地を自立的に移動しているように一
見思われる。しかし、清朝時代、実はチベット仏
教組織や貴族が多頭数の家畜を所有し、その家畜
の世話をさせるために多くの遊牧民を雇い上げて
いた。遊牧民は、季節移動してパトロンの家畜を
飼養し、一年に一度はパトロンが居住する村に戻
り、生産物を納めた。パトロンは、家畜を遊牧民
に預け、季節的水平移動するための領域の主権を
確保し、遊牧民の移動のための便宜を図った 15）。
また、生活するために必要な物資を供給した。こ
のように、モンゴル遊牧民は、それぞれの世帯が
自立的に遊牧していたのではなく、パトロンとい
う大きな体制の中に組み込まれていたのであっ
た。家畜飼育、農作物栽培、広域交易による生活
必要物資の入手を各世帯それぞれが独自で全て
やっていたわけではなかった。
　シリアの牧畜民は、1950年代までは農耕をお
こなわず、ただ家畜だけを飼養していた。夏の乾
期は地中海側のより降水量の多い農耕地帯で、冬
の雨期は内陸の自然草地に移動し、この広大な平
地空間を利用して放牧をおこなっていた 22）。年間
数百キロを水平移動する間に、市場で必要物資を
入手していた。1950年代以降、シリアの牧畜民
は家畜の飼料を生産するために農耕を始め、定住
化していった。定住しても、地方都市までは車で
30分ほどで到着することができ、必要物資は容
易に入手することができた。従って、食料生産の
ための農耕や広域交易を自らおこなわなくても、
畜産物を近隣の市場で交換し、必要物資を入手で
きたのである。このように、シリアの牧畜民も、
家畜飼育、農作物栽培、広域交易による生活必要
物資の入手をそれぞれが全て独自でやっていたわ

けではなかった。
　水平移動型牧畜民のモンゴルやシリア、チベッ
トの高原部などの場合、制限要因は「乾燥」「冷涼」
である。広大な草地が展開しているため、土地面
積的には制限はない。制限要因から土地面積が外
れ、制限要因が「乾燥」「冷涼」のみとなった場合、
家畜飼養規模は大きくなり、家畜の放牧のために
移動し、農業と広域交易とは分業体制となる。一
方、ラダークでは、制限要因が「乾燥」「冷涼」「狭
い平地」と、条件がより厳しい。家畜飼養規模は
小さく、生業は農耕・牧畜・広域交易複合システ
ムとなり、家畜飼養だけでは生業が成り立たず、
農耕が生業の中心を形成するようになる。しかし、
同じチベットでも、ネパール東部では農耕・牧畜
と広域交易の分業がみられる。鹿野 23）は、シェ
ルパの定農移牧民や移農移牧民とはまた別に、イ
ンドやパキスタン北部にかけてヒツジ・ヤギを主
要な家畜として、移牧の過程で、より低地の、他
の地域・民族集団の地域を通過・滞在し、高地に
生活の本拠をおきながらしばしば亜熱帯平原まで
も移動の範囲に含み、専業的ないし交易と統合的
におこなわれる集団が別に存在していることを報
告している。つまり、ネパール東部では農耕・牧
畜民と広域交易をおこなう牧畜民とは別々の集団
であり、分業しているのである。同じヒマラヤ地
域でも、制限性の度合いから生業戦略が異なって
いるものとは考えられるが、今後の詳細な比較検
討が求められるところである。
　南米アンデス高原のペルーでは、赤道近辺の熱
帯高地で気温が通年穏やかに安定しているため、
制限要因が「乾燥」と局所的に「狭い平地」のみ
となる。上方には高層草地が広がっており、多頭
数の家畜を飼養することができる。熱帯高地であ
るがために、高層草地も安定した気温の基に一年
を通じて生育でき、多頭数の家畜を高層草地に通
年留まって定牧できるという。このような生態環
境下で、高層草地では牧畜民は家畜だけを飼養し、
渓谷部では移牧民は農耕を伴う生業を形成してい
る。ペルーの移牧民の場合は、農耕・牧畜と広域
交易とを分業している地域もあれば、自らおこ
なって複合させている地域もある。
　以上のことをまとめると、ラダークでは一つの
世帯が農耕、牧畜、広域交易に携わっており、ラ
ダークの「乾燥」「冷涼」「狭い平地」という厳し
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い制限要因が、それぞれの世帯に農耕・牧畜・広
域交易という多様な生産活動を必要として迫らせ
たといえよう。
　このような制限要因の強い生態環境の場で、ラ
ダーク牧畜民は生存戦略として「謙虚・互助」に
生き抜いている。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戦略を分析すると、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
ることが特徴であると先に報告した 14）。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。ラダーク高地という制限性が、

「謙虚性」という高地適応するための戦略を生み
出させたといえよう。そして、様々な不利点、様々
な制限性、一つの村だけでは成り立たない生業に
より、人びとがとった行動は、助け合って生きる
という戦略なのである。ラダークを通じて浮かび
上がってくる高地の知恵とは、謙虚・互助な生き
方である。このラダークの人びとの謙虚・互助な
生き方は、食文化、立居振舞、農業生産形態、生
活様式、宗教、生活観まで通ずる、いわば彼らの
高地適応戦略のコア概念を形成している。この「謙
虚・互助」な生き方こそ、ラダークの人びとが採
用した高地適応するための知恵である 24）。
　「乾燥」「冷涼」「狭い平地」という厳しい生態
環境が、農耕・牧畜・広域交易複合システムをラ
ダークの人びとに方向付けさせた。一方、ラダー
クの人々は、厳しい生態環境下において、「謙虚・
互助」に生き抜くことにより、そんな高地により
適応して生活しようとしている。ここに、生態環
境の制限に左右されながらも、人びとの生態環境
への働きかけがあり、ラダークという高地文明を
形成しているのである。
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注
1） クラムリックは行政区分上ではドムカル・ゴ
ンマ村に属している。本稿では、クラムリッ
クの土地利用が大きな焦点になってくるの
で、ドムカル・ゴンマ村とクラムリックとを
分けて表記した。クラムリックは村として独
立していないので、名称に村は付けず、単に
クラムリックとのみ表記した。

2） 乳を分泌・生産することを泌乳、乳用家畜で
あるが搾乳を停止していることを乾乳とい
う。

3） カナル kanalとは耕作地の広さの単位である。
1カル khalのオオムギ穀実の種の量で播種で
きる面積が 1カナルである。1カルは 20ブ
レイ brayに等しいという。ブレイはボイル
トマト缶などの容器を指し示し、2010年 9
月にドムカル・ゴンマ村で実測した平均値で
は、1ブレイが約 700gのオオムギ穀実量で
あった。つまり、1カルは約 14kgとなる。
オオムギ穀実約 14kgを播ける畑が 1カナル
ということになる。

4） 広域交易の終焉は、この印パ戦争によるもの
だけではない。1959年から始まるチャンタン
側での中印戦争によっても、広域交易を止め
たしまった世帯も多い。また、舗装道路の建
設により自動車での流通が容易になったこと
で、徒歩による広域交易を 1980年代に止めて
しまった世帯もある。インド政府はラダーク
管区の「開発」という名目でレーとカルギル
間のインダス川沿いに舗装道路を 1970年代に
整備した。1980年代になると、インダス川沿
いの舗装道路に多くの自動車が走り始め、広
域交易は自動車が一手に引き受けるように
なっていったという。つまり、近隣諸国との
戦争とラダーク管区における開発とが、徒歩
による広域交易を終焉させたといえよう。
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Summary

Characteristics of Transhumance in Ladakh, Himaraya
- Complex System among Agriculture, Pastoralism and Broad Trade -

Masahiro Hirata

Obihiro University of Veterinary Medicine and Agriculture

    The purpose of this paper is to understand 1) the agricultural system changed by altitude differences, 2) 
pastoralism system with using altitude differences, 3) the broad trade system in Ladakh, and to analyze 4) factors 
which form the complex system among agriculture, pastoralism and broad trade in Ladakh.  From the survey on 
uses of environments by the local peoples in Domkhar villages and Kuramric, it became clear that the agricultural 
activity plays the core role on their subsistence and they take the livestock feeding and broad trade into their 
subsistence mainly according to the pattern of agricultural activities.  The characteristics of subsistence in Ladakh 
is that one household involves in the activities of agriculture, pastoralism and also broad trade.  Because of the arid 
condition in Ladalkh, the villages are located in the flat area of alluvial fan or valley to get water resources.  It was 
considered that the severe restricting factors such as aridity, coldness and limited flat area in Ladakh make the 
multiple production activities necessary for an each household.  Under these severe natural circumstances, Ladakh 
peoples try to adapt to the highland space by taking such life mode as “modesty and mutual cooperation”.  Although 
the natural circumstances deeply restrict the life of Ladakh peoples, they encourage their life to use its natural 
circumstances better by the life mode as “modesty and mutual cooperation”, which forms the highland civilization 
in Ladakh.

Key words:  Complex system among agriculture, pastoralism and broad trade, restriction, vertical interval, 
environmental exploitation, highland civilization




