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インド北部ヒマラヤ山脈西部北斜面チャンタン地域における
遊牧民の生業構造についての予備調査

―遊牧民カルナクパD世帯における食料摂取の事例から―

平田昌弘
帯広畜産大学

ヒマラヤ学誌　No.13, 128-141, 2012

　農耕を一切おこなわず、家畜飼養のみに生業を依存する遊牧民の食糧摂取の現状を調査し、その特
徴を分析することを目的に、インド北部ラダーク管区チャンタン地域において遊牧民カルナクパ D

世帯を対象に栄養学的な予備調査をおこなった。カルナクパ D世帯の食料摂取パターンの特徴は、1）
目覚めのツァム・トゥック（チーズのオオムギスープ）、朝食、昼食、夕方のお茶／食事、晩食の 1
日 5回の決まった食事で成立ち、2）全摂取エネルギー量の内、食料自給量は 39.3％～ 45.0％、購入
量は 55.0％～ 60.7％と、農耕に一切携わってない遊牧民のカルナクパではあるが、摂取エネルギーの
半分以上を外部から購入した穀物などの食料に頼り、市場経済に大きく依存してしまっていること、3）
日常の生活の中で肉類をほとんど摂取していないこと、4）乳製品の摂取量が、全摂取エネルギー量
の 32.5％～ 45.7％ともなり、日常の食生活においては乳製品の摂取が極めて重要になっていること、5）
コムギ粉の摂取量も乳製品に次いで全摂取エネルギー量の 30.1％～ 32.2％と高いこと、6）塩バター
茶は、常に備えられて、頻繁に摂取され、カルナクパの食生活の土台にあるが、ンガン・ペイ（オオ
ムギ炒り粉）はそれほど頻繁には摂取されていないこと、7）政府の配給制度により、コムギ粉とコ
メの摂取割合は増加し、代わってオオムギ粉の摂取量が低下していること、8）乳製品の供給が十分
にあり、農産物を全て購入する状況下においては、食料摂取におけるマメの重要度は低下すること、9）
植物油が入手できない時代においては、乳製品は重要な脂質をカルナクパの人びとに供給していたが、
植物油を使う現在においては脂質摂取過多となりがちであると、まとめることができる。農耕に一切
携わらないカルナクパ D世帯の食料摂取から理解されることは、家畜を飼養する目的は、家畜を殺
して、肉を食べることにではなく、家畜から乳を搾乳し、乳製品を摂取することにあることである。
牧畜という生業の本質がここにある。

キーワード：遊牧、乳製品、大麦、豆、肉、有限性、謙虚、高地適応

1．はじめに
　これまでにチベット系牧畜民の生業構造を分析
するために、インド北部ジャンムー・カシミール
州ラダーク高地山岳地帯において、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
法の視座から牧畜民の高地環境への適応戦略を考
察してきた 1）。ラダーク管区西部のシャム地域注 1）

に位置するドムカル村（図 1）を事例として、ラ
ダキー注 2）移牧民の栄養摂取を調査した結果、農作
物栽培と家畜飼養の両方に携わり、限られた耕地
面積という高地山岳環境にあって、肉をほとんど
摂取せず、穀類、野菜、乳製品とを主に摂取する
ことにより食料の生産効率を最大限に高め、より

多くの人びとと共存するという「謙虚性」戦略で
生業をおくっていた。ドムカル村で調査対象とし
た集団は、移牧民である。移牧の特徴は、ヨーロッ
パ 2,3,4）やアンデス 5）、チベット 6,7,8）などの山岳地
帯でみられるように、「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」であり 5,9）、必
ず冬には戻っていく本村をともなっていることに
ある。つまり、移牧民は半農半牧の民であり、家
畜を飼養しながらも、自らが所有する農耕地で耕
作活動をおこなっている。ドムカル村の移牧民に
おいては、自らがオオムギを中心とする農作物を
栽培していることもあり、食料摂取における農作
物（穀類・豆類）の供給寄与率は 68％～ 75％とも
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なった。肉・乳製品は 10％～ 13％に留まっていた。
　同じラダーク管区には、東部地域にチャンタン注 3）

と呼ばれる地域が広がり、農耕に一切携わらず、た
だ家畜を飼養して生業をおくるチベット系遊牧民が
いる 10）（写真 1）。この家畜飼養だけに生業を依存
する事例として、カルナクKharnak地域のラダキー
遊牧民を対象に栄養学的な予備調査をおこなった

（図 1）。カルナクで牧畜をおこなう人びとのことを
カルナクパKharnak pa（カルナクの人びと）と呼ぶ。
本稿の目的は、農耕を一切おこなわず、家畜飼養の
みに生業を依存する遊牧民カルナクパを対象に、D
世帯において、食糧摂取の現状を調査し、その特徴
を分析することにある。また、同じ世帯の年配妻と
若妻とを比較し、世代間による食料摂取の差異につ
いてや、近年の食糧摂取の変化についても検討する。
現地調査は、カルナク地域のカルナクパ D世帯に
おいて、2011年 8月 7日～ 8月 11日にかけて、食
料摂取の種類や量について測定すると共に、農業暦・
牧畜暦、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。なお、遊牧民カルナクパの世帯数
は、近年減少を続け、2011年 8月においては全 17
世帯である 10）。

写真１．遊牧民カルナクパとカルナックの景観．

カルナクパは、農耕に一切携わらず、ヤク、ヒツジ、

ヤギを飼養して生業をおくる遊牧民である。

写真２．カルナクパの搾乳．

ヤクから搾乳しているところ。ヤクからの搾乳は

朝に 1回、ヤギからの搾乳は朝夕の 2回おこなう。

夏期は、朝夕の搾乳が重要な生産活動になる。

写真３．マル（バター）バターの加工（左）とチュラ（チーズ）の加工（右）．

酸乳を皮袋で撹拌し、マルと呼ばれるバターに加工する。バター

を収集し、後に残った液体部分のバターミルクは、加熱凝固させて

から脱水し、天日乾燥させて、チュラと呼ばれるチーズにする。

バターもチーズもカルナクパにとって重要な食料となる。

写真４．タギー・シャグラムーと呼ばれるパンつくり．

コムギ粉は料理に多用され、カルナクパの食料摂取に

おいて重要な役割を果たしている。

写真５．ゴビ（キャベツの炒め物）とティモ（蒸しパン）．

料理にキャベツなどの葉野菜が利用されることは珍しい。

ゴビは市場で購入した植物油で炒めてあり、ミックスス

パイスのグラム・マサラで味付けされている。コムギ粉

は様々な形態に加工されて、頻繁に利用されている。

カルナク地域
チャンタン地域

300
250
200
150
100
50
0

40
30

20

10

0

-10

a）レー

月別
平均
気温
(℃)

月別
降水量
(mm)

年間 117mm

1  2  3  4  5  6 7  8 9 10 11 12

シャム地域

ドムカル村

シャム地域

チャンタン地域カルナク地域

図１．インド北部ヒマラヤ山脈西部北斜面，ジャンムー・カシミール州

　　　ラダーク管区のカルナク地域の位置とレーの気温・降水量．

レー

16)

カルナク地域
チャンタン地域

300
250
200
150
100
50
0

40
30

20

10

0

-10

a）レー

月別
平均
気温
(℃)

月別
降水量
(mm)

年間 117mm

1  2  3  4  5  6 7  8 9 10 11 12

シャム地域

ドムカル村

シャム地域

チャンタン地域カルナク地域

図１．インド北部ヒマラヤ山脈西部北斜面，ジャンムー・カシミール州

　　　ラダーク管区のカルナク地域の位置とレーの気温・降水量．

レー

16)

カルナク地域
チャンタン地域

300
250
200
150
100
50
0

40
30

20

10

0

-10

a）レー

月別
平均
気温
(℃)

月別
降水量
(mm)

年間 117mm

1  2  3  4  5  6 7  8 9 10 11 12

シャム地域

ドムカル村

シャム地域

チャンタン地域カルナク地域

図１．インド北部ヒマラヤ山脈西部北斜面，ジャンムー・カシミール州

　　　ラダーク管区のカルナク地域の位置とレーの気温・降水量．

レー

16)

図1　インド北部ヒマラヤ山脈西部北斜面、ジャンムー・カシミール州ラダー
ク管区のカルナク地域の位置とレーの気温・降水量 16）

写真1　遊牧民カルナクパとカルナクの景観
カルナクパは、農耕に一切携わらず、ヤク、ヒツジ、ヤギを飼養して
生業をおくる遊牧民である。
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2．調査世帯と調査方法
2-1．調査地の生態環境
　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 3,000 m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。気温は標高が高くなるにつれて更に低下す
るため、カルナクのような標高 4,000 m以上の地
域では、更に寒さが厳しくなる。カルナクでは一
年の半分が雪や氷で閉ざされるという。この寒さ
のため、カルナクでは農作物栽培がおこなわれて
いない。また、降水は一年を通して少なく、レー
では年間でも平均で 117 mmしかない。カルナク
も同様に乾燥しており、もともと天水では農作物
栽培が不可能な地域なのである。カルナクは乾燥
した冷涼な生態環境にあるといえる。

2-2．調査世帯D
　ラダーク社会には 1妻多夫の世帯があり、調査
したカルナクパD世帯にも 2人の夫がいる（表 1）。
2人の夫は共に兄弟で、兄 D1は 66歳、弟 D2は
55歳である。この 2人の夫が妻 S（63歳）（以下、
年配妻 Sとする）を共有している。この 2人の夫
と妻の間に 7人の子供がおり、三男（29歳）と
四男（27歳）が牧夫として留まっている。この
二人の息子も、一人の妻 I（23歳）（以下、若妻 I
とする）を共有している。5年前に結婚し、既に
2人の娘を産んでいる。D2は、カルナクで政府
支援活動に賃金労働として携わっており、不在が
ちである。三男は、カルギル Kargilで賃金労働に
就いており、長期不在にしている。このように、
2人の夫の内、一方は世帯に留まり、一方は世帯
を空けることが多い。D世帯は実質 6人で構成さ
れており、家畜管理や畜産物加工に携わっている
のは、D1の夫、その年配妻 S、四男とその若妻 I
の 4名である。
　家畜の放牧は男が担当する。D1は、4日に 1回
のペースで、ヤク放牧の牧夫の担当が回ってくる。
カルナクでは全 17世帯が所有するヤクを一つの
群にし、宿営地を拠点に日帰り放牧している。放
牧を担当しない日は、朝晩の搾乳、日中は雑用や
昼寝をして過ごす。四男は、毎日、ヤギ群の日帰
り放牧を担当している。ヒツジの飼養頭数は比較

的少ないので、隣接する親戚に預けて、一緒のヒ
ツジ群にして放牧してもらっている。朝の搾乳の
時間帯にはチャーニングをおこなってバター加工
し、追われるように朝食を摂り、昼食を持参し、
ヤギの放牧に出かける。夕方、ヤギ放牧から帰っ
てくると、空腹なのか朝食や昼食の残り物を食べ、
直ぐに夕方の搾乳に当る。年配の妻 Sは、朝夕の
搾乳（朝 2時間、夕方 2時間、一日合計 4時間）、
日中は乳加工をおこなったり、ヤクやヒツジの毛
の糸紡ぎをしたり、休む暇もなく身体を動かし何
らかの仕事をしている。若妻の妻 Iも、朝夕の搾
乳に当り、日中はひとしきりカーペット織りに専
念している。食事の担当を主に担っているのは、
若妻の妻 Iである。

2-3．世帯Dの所有する家畜
　D世帯は、牡ヤクを 14頭（内 6頭が仔畜）、牝
ヤクを 11頭（内 3頭が仔畜）、ヤギを 350頭、ヒ
ツジを 70頭、ウマを 4頭それぞれ所有する（表 1）。
ウシ、ウシとヤクの交雑種は、カルナクの自然環
境が冷涼なために飼養することが難しいという。
　D世帯は現時点では農耕を全くおこなっていな
い。従って、ヤクを耕作活動に利用することはない。
使役の役目としては、ヤクが荷物の運搬に、ウマ
が人や荷物を運搬するために利用されている。
　搾乳は、牝ヤクとヤギからおこなう（写真 2）。
牝ヤクからの搾乳は、1日 1回早朝に、一年を通
じておこなわれる。ヤギの搾乳は、朝夕の 1日 2回、
チベット暦注 4）7月上旬／中旬から 9月末までのお
およそ 3ヶ月間おこなわれる。ヒツジは、搾乳シー
ズンの当初に一時的には搾乳するが、動きを制御
しにくい家畜であるため、夏を通じた搾乳はしな
い。従って、調査を実施した 8月は、一年の内で、

表1　遊牧民カルナクパ世帯Dの家族構成と役割分担（●）



ヒマラヤ学誌　No.13　2012

― 131 ―

植生状態が最もよく、ヤクからもヤギからも搾乳
する乳量が最もある時期ということになる。
　生乳オマ omaはバターとチーズの加工に利用
する（写真 3）。生乳を酸乳ジョ joにし、その酸
乳をチャーニングすることにより、マル marと呼
ばれるバターとタラ taraと呼ばれるバターミルク
とにする。タラは、加熱・凝固させて凝乳ラボ
raboに、ラボは脱水してチーズのチュラ churaへ
と加工する。ラボを脱水した時に生じるホエイの
チュルク churukは、搾乳時にヤクに与える。バター
とチーズとは売却することなく、全て自家消費に
当てる。カルナクの牧野からの飼料資源の供給が
少ないので、販売できるだけの生乳生産量がない
という。生乳のオマ、酸乳のジョ、凝乳のラボ、
バターのマル、チーズのチュラは、カルナクパの
食生活において極めて重要な食材として積極的に
摂取されている。
　食肉は、ウマ以外、いずれの家畜も利用する。
年間、2世帯で牡ヤク 1頭、牝ヤク 1頭、ヒツジ・
ヤギ 4頭～ 5頭を屠殺し、D世帯の食肉としてい
る。夏は乳製品や購入した野菜があるため、冬の
方が肉をよく食べるという。若妻 Iによると、3
日に 1回は肉を食すという。

2-4．調査方法
　調査は、2011年 8月の夏におこなった。D世帯
に滞在し、年配妻 Sと若妻 I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、放牧で宿営地を長時間離れるため、摂取量を
把握することが難しく、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。年配妻 Sと若
妻 I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、年配妻 Sと若妻 Iのが
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 12）に基づき摂取
したカロリー（cal）、タンパク質（g）、炭水化物（g）、

写真１．遊牧民カルナクパとカルナックの景観．
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ヤクから搾乳しているところ。ヤクからの搾乳は

朝に 1回、ヤギからの搾乳は朝夕の 2回おこなう。

夏期は、朝夕の搾乳が重要な生産活動になる。

写真３．マル（バター）バターの加工（左）とチュラ（チーズ）の加工（右）．

酸乳を皮袋で撹拌し、マルと呼ばれるバターに加工する。バター

を収集し、後に残った液体部分のバターミルクは、加熱凝固させて

から脱水し、天日乾燥させて、チュラと呼ばれるチーズにする。

バターもチーズもカルナクパにとって重要な食料となる。

写真４．タギー・シャグラムーと呼ばれるパンつくり．

コムギ粉は料理に多用され、カルナクパの食料摂取に

おいて重要な役割を果たしている。

写真５．ゴビ（キャベツの炒め物）とティモ（蒸しパン）．

料理にキャベツなどの葉野菜が利用されることは珍しい。

ゴビは市場で購入した植物油で炒めてあり、ミックスス

パイスのグラム・マサラで味付けされている。コムギ粉

は様々な形態に加工されて、頻繁に利用されている。

写真１．遊牧民カルナクパとカルナックの景観．

カルナクパは、農耕に一切携わらず、ヤク、ヒツジ、

ヤギを飼養して生業をおくる遊牧民である。

写真２．カルナクパの搾乳．

ヤクから搾乳しているところ。ヤクからの搾乳は

朝に 1回、ヤギからの搾乳は朝夕の 2回おこなう。

夏期は、朝夕の搾乳が重要な生産活動になる。

写真３．マル（バター）バターの加工（左）とチュラ（チーズ）の加工（右）．

酸乳を皮袋で撹拌し、マルと呼ばれるバターに加工する。バター

を収集し、後に残った液体部分のバターミルクは、加熱凝固させて

から脱水し、天日乾燥させて、チュラと呼ばれるチーズにする。

バターもチーズもカルナクパにとって重要な食料となる。

写真４．タギー・シャグラムーと呼ばれるパンつくり．

コムギ粉は料理に多用され、カルナクパの食料摂取に

おいて重要な役割を果たしている。

写真５．ゴビ（キャベツの炒め物）とティモ（蒸しパン）．

料理にキャベツなどの葉野菜が利用されることは珍しい。

ゴビは市場で購入した植物油で炒めてあり、ミックスス

パイスのグラム・マサラで味付けされている。コムギ粉

は様々な形態に加工されて、頻繁に利用されている。

写真2　カルナクパの搾乳。ヤクから搾乳しているところ。
ヤクからの搾乳は朝に1回、ヤギからの搾乳は朝夕の2回おこなう。
夏期は、朝夕の搾乳が重要な生産活動になる。

写真3　マル（バター）バターの加工（左）とチュラ（チーズ）の加工（右）
酸乳を皮袋で撹拌し、マルと呼ばれるバターに加工する。バターを収集し、後に残った液体部分のバターミルクは、加熱凝固させて
から脱水し、天日乾燥させて、チュラと呼ばれるチーズにする。バターもチーズもカルナクパにとって重要な食料となる。
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灰分（g）を算出した。非熟成型チーズであるチュ
ラ、オオムギ炒粉であるンガン・ペイ rngan phye
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 11）。

3．カルナクパ世帯Dにおける食料摂取
パターンと栄養摂取量
3-1．食料摂取パターンと食料摂取品目
　夏の 8月での起床は、朝 5時半である。外は薄
明るくなっている。ヤクやヤギなどの家畜もまだ
横臥して休息している。D2と年配妻 Sは、お祈
りし、仏教の文言を唱えながら寝床を片付ける。
若妻は竃の炭を取り除き、家畜糞を燃料に、竃に
火をつける。竃の上には水のはった鍋が置かれて
いる。四男は革袋に酸乳を入れ、バター加工のた
めに膝の上で前後に振盪してチャーニングを始め
る。チャーニングには 1時間半ほどを要す。年配
妻 Sと若妻 Iとは、昨晩、加熱・凝固させておい
た凝乳ラボを布袋に入れ、テントの外に吊す。こ
こで、それぞれが湯を飲み、胃を優しく刺激する

（表 3）。今度は、昨晩の内に鍋の中で水に漬けて
ふやかしておいた乾燥チーズのチュラを、鍋ごと
竃に置く。このチュラが竃でゆっくり煮られる間
に、チャーニングをおこなっている四男以外、
D2、年配妻 S、若妻 Iとでヤクとヤギの搾乳をお
こなう。最初にヤク、次にヤギの順で搾乳する。
朝の搾乳は 6時頃から 8時頃まで、2時間ほどか
けておこなう。搾乳が終わると、チーズのオオム
ギスープであるツァム・トゥク tsam thukを食べる。
先ほど竃にかけていたチュラに、オオムギ炒り粉
のンガン・ペイを入れて煮詰めあげてつくる。ツァ
ム・トゥクは、オオムギの優しい円い味がして、
とても胃に優しい。チーズのチュラが、まるで肉
のような食べ応えである。ツァム・トゥクを軽め
に食べた後、若妻 Iは朝食をつくり始める。これは、

放牧に出る D2や四男の弁当にもなる。年配妻 S
は、朝食ができるまで、塩バター茶をつくったり、
脱水した凝乳チュラを細長く成形して天日に干し
たり、宿営地の回りを掃除したりしている。朝食
までお腹がすいたならば、塩バター茶などを飲む。
朝食は 9時過ぎに摂られる。8月 8日の朝食は、
薄焼き無発酵パンのタギー・シャモー tagi rahmo

（写真 4）、甘乳茶、ビスケット、8月 9日はビスケッ
トと甘乳茶、8月 10日はタギー・シャグムー、
昨日の晩食の残り物のダル dal（マメの煮込み料
理）、甘乳茶であった（表 4）。甘乳茶は、朝と夕
に摂られることが多く、たいていパンやビスケッ
トと一緒に摂られる。朝食に昨晩の残り物を摂る
こともあり、特に冬に多いという。放牧に出る
D2や四男の朝食は、昨晩の残り物になることが
多い。年配妻 Sと若妻 Iが朝食を摂る頃には、D2
と四男は既に朝食を済ませ、放牧に出て行ってし
まっている。このように、朝の食事は、搾乳後に
目覚めのツァム・トゥクに始まり、9時台に朝食
となる。
　朝食を済ませば、朝の搾乳も終り、夫たちも放
牧に出てしまっており、朝の忙しさが一段落する。
午前中は、年配妻 Sや若妻 Iは、それぞれ好きな
ように過ごす。仏壇用の碗に水を注いだり、食器
を洗ったり、チーズ加工、隣世帯の婦人たちとお
喋りしながら糸紡ぎや織物などをする。喉が乾い
たら、塩バター茶を飲む。塩バター茶は魔法瓶な
どに入れられ、常に摂取できるように備えてある。
昼食は、午後 14時過ぎに年配妻 Sと若妻 I、放牧
の当番でない日はD2とで摂る。8月 8日の昼食は、
年配妻 Sは朝につくった薄焼き無発酵パンのタ
ギー・シャグムーと甘乳茶、若妻 Iは乾燥ヤク肉
のシャと米飯、8月 9日はダス das（コメとマメ
の炊き物）と塩バター茶、8月 10日は、米飯、
酸乳、塩バター茶、若妻 Iはこれに昨日の残り物

表2　カルナクパD世帯における生活物資の調達手段

＊1 ＊2
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のダル（マメの煮込み料理）であった。料理には
市場から購入した植物油を用い、味付けにはミッ
クススパイスのグラム・マサラと塩とを必ず用い、
味を整える。
　昼食後の午後も、年配妻 Sや若妻 Iは、それぞ
れに思い思いに過ごす。乳加工に多くの時間を取
られるものの、糸紡ぎや織物をして友人とのお喋
りを楽しむ。喉が乾いたら、塩バター茶を飲む。

15時過ぎになると、朝に搾乳した生乳が酸乳と
なっているため、この酸乳のチャーニング作業に
とりかかる。夕方の 16時ぐらいに空腹を覚える
のか、甘乳茶をつくり、ビスケットを食べること
が多い。
　ヤギの群が夕方 17時半頃に帰ってくる。牧夫
の四男は空腹なのか、宿営テントに戻ってくると
朝や昼の残り物を食べる。この夕方に、それぞれ
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表3　2011年8月におけるカルナクパ世帯Dの年配妻Sと若妻Iの1日分の食料摂取パターン
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の仕事に合わせて、それぞれにお茶や食事が決
まって摂られる。ヤギの搾乳は 18時過ぎから始
め、19時半頃までかかっておこなう。ヤギの搾
乳が終わると、直ぐに牝ヤクからの搾乳となる。
搾乳が終わるのは 20時頃で、日は既に落ち、辺
りはすっかり暗くなっている。夏の一日の仕事は、
搾乳で始まり、搾乳で終わっていく。
　搾乳が終わってから、晩食の準備に取りかかる。
晩食をつくっている最中、塩バター茶、ビスケッ
ト、ンガン・ペイ（オオムギ炒り粉）をかけた酸
乳ジョや凝乳ラボなどを、それぞれが好きなよう
に食べる。晩食を摂るのは、たいてい 21時を過
ぎている。8月 8日は、年配妻 Sはンガン・ペイ（オ
オムギ炒り粉）と塩バター茶とを練り合わせたコ
ラック kholak、塩バター茶、若妻 Iはチュー・タギー
chu tagi（肉入りマカロニスープ）、8月 9日はダ
ル（マメの煮込み料理）と米飯、塩バター茶、8
月 10日はキャベツの炒め物のゴビ gobiと蒸しパ
ンのティモ temok（写真 5）、塩バター茶であった。
晩食が終わると、すぐに就寝することになる。
　年配妻 Sは、3日の調査期間中、一度も肉を摂
取しなかった。8月 8日の晩食に肉を用いた料理
をつくっているのに、今日は肉を食べたくないと
して、ンガン・ペイ（オオムギ炒り粉）と塩バター
茶の練り物のコラックをつくって食べていた。肉

料理を何故食べないのかと問うと、年配妻 Sは肉
はそんなに食べなくとも良いのだとのみ答える。
一方、若妻 Iとて、肉を摂取したのは 8月 8日の
1日のみである。遊牧民世帯ではあるが、肉類に
食料の多くを依存していないことが理解される。
表 3・表 4から、食肉よりも、乳製品を多用して
いることが理解される。生乳（主にお茶として利
用）、酸乳、凝乳、バター（お茶として利用）、チー
ズなどの多種類の乳製品を一日の中で、何度も摂
取している。カルナクパの食生活は、肉類よりも
乳に依存して成り立っていることが理解される。
　また、穀類は、目覚めのツァム・トゥクに加え
て、朝食、昼食、夕方のお茶／食事、晩食の 1日
5回の決まった食事に必ず用いられている。朝食
にはコムギ粉を利用したパンが、昼食や晩食には
コメが摂取されることが多い。この穀類も、食事
に頻繁に利用されていることが理解される。穀類
に対して、野菜類の摂取頻度は低い。8月 8日に
は野菜を一切摂取していない。8月 10日の晩食
にキャベツを炒め物にしたくらいで、8月 9日の
ダス（コメとマメの炊き物）やダル（マメの煮込
み料理）の最後の味付けにタマネギとトマトとを
利用した程度である。穀類と野菜類は、農耕に一
切携わっていない以上、レーなどの地方都市で購
入してくるしかない。穀類も野菜類も同様に購入

表4　2011年8月におけるカルナクパ世帯Dの年配妻Sと若妻Iの食料摂取内容と食材リスト
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しているにも拘らず、穀類には大きく依存し、野
菜類への依存度は低い。カルナクパ D世帯の食
料摂取パターンの特徴は、乳製品と穀物の摂取頻
度が高く、肉類と野菜類の摂取頻度は低いといえ
る。
　間食は、それぞれが好きな時に好きな物を食べ
るとしている。しかし、間食には、生乳、酸乳、
凝乳、チーズなどの乳製品、甘乳茶とビスケット、
もしくは、朝食時につくったパンなどを摂取する
ことが多い。また、塩バター茶は常に備えられて
おり、お腹がすいたり喉が渇いたりすると、塩バ

ター茶を手軽に摂取している。間食は、家族が一
緒に摂るというよりも、それぞれが空腹ならば、
それぞれが好きなように食べ物を摂取している食
事である。
　以上、遊牧民カルナクパ D世帯の食料摂取パ
ターンの特徴は、1）一日の始まりは目覚めのツァ
ム・トゥック（チーズのオオムギスープ）に始ま
り、2）この目覚めのツァム・トゥックに加えて、
朝食、昼食、夕方のお茶／食事、晩食の 1日 5回
の決まった食事で成立ち、3）、乳製品と穀類の摂
取頻度が高く、肉類と野菜類の摂取頻度は低い、4）
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、5）間食は、欲しい時に摂られ、乳製品、
甘乳茶とビスケット・パンなどが多用され、6）
塩バター茶は、常に備えられて、頻繁に摂取され、
カルナクパの食生活の土台にあるが、7）ンガン・
ペイ（オオムギ炒り粉）はそれほど頻繁には摂取
されていないと、まとめることができる。この世
帯 Dの食料摂取パターンは、搾乳の時間帯や放
牧に出る／放牧から戻るタイミングに合わせたリ
ズムを持ち、家畜管理に合わせた形態となってい
る。

3-2．栄養摂取量
　年配妻 Sの 3日間の平均摂取エネルギーは 1,462 
kcal/日、若妻 Iは 2,119 kcal/日であった（表 5）。
1日当りの摂取基準エネルギー量は、日本人女性
60歳代の普通の身体活動レベルでは 1,950 kcal/
日、20歳代では 2,050 kcal/日である 12）。70歳以
上の必要量が 1,550 kcal/日であるから、年配妻 S
の平均摂取エネルギーが極端に低いわけではな
い。世帯 Dの食料摂取の特徴は、乳製品と穀類
の摂取頻度が高く、肉類と野菜類の摂取頻度は低
いことにあった。摂取エネルギー量も、乳製品と
穀類の合計では年配妻 Sで 1296.7 kcal/日、若妻 I
で 1694.0 kcal/日と、全摂取エネルギーの 88.7％、
79.9％をもそれぞれ占めている。高カロリーな肉
を多用せずとも、乳製品と穀物を主に摂取するこ
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。
　食料自給量は、摂取エネルギーで計算すると、
年配妻 Sでは 45.0％、若妻 Iでは 39.3％、購入し
た食料への依存量は年配妻 Sでは 55.0％、若妻 I
では 60.7％であった。農耕に一切携わってない遊

写真１．遊牧民カルナクパとカルナックの景観．

カルナクパは、農耕に一切携わらず、ヤク、ヒツジ、

ヤギを飼養して生業をおくる遊牧民である。

写真２．カルナクパの搾乳．

ヤクから搾乳しているところ。ヤクからの搾乳は

朝に 1回、ヤギからの搾乳は朝夕の 2回おこなう。

夏期は、朝夕の搾乳が重要な生産活動になる。

写真３．マル（バター）バターの加工（左）とチュラ（チーズ）の加工（右）．

酸乳を皮袋で撹拌し、マルと呼ばれるバターに加工する。バター

を収集し、後に残った液体部分のバターミルクは、加熱凝固させて

から脱水し、天日乾燥させて、チュラと呼ばれるチーズにする。

バターもチーズもカルナクパにとって重要な食料となる。

写真４．タギー・シャグラムーと呼ばれるパンつくり．

コムギ粉は料理に多用され、カルナクパの食料摂取に

おいて重要な役割を果たしている。

写真５．ゴビ（キャベツの炒め物）とティモ（蒸しパン）．

料理にキャベツなどの葉野菜が利用されることは珍しい。

ゴビは市場で購入した植物油で炒めてあり、ミックスス

パイスのグラム・マサラで味付けされている。コムギ粉

は様々な形態に加工されて、頻繁に利用されている。

写真5　ゴビ（キャベツの炒め物）とティモ（蒸しパン）
料理にキャベツなどの葉野菜が利用されることは珍しい。ゴビは市場
で購入した植物油で炒めてあり、ミックススパイスのグラム・マサラ
で味付けされている。コムギ粉は様々な形態に加工されて、頻繁に利
用されている。

写真１．遊牧民カルナクパとカルナックの景観．

カルナクパは、農耕に一切携わらず、ヤク、ヒツジ、

ヤギを飼養して生業をおくる遊牧民である。

写真２．カルナクパの搾乳．

ヤクから搾乳しているところ。ヤクからの搾乳は

朝に 1回、ヤギからの搾乳は朝夕の 2回おこなう。

夏期は、朝夕の搾乳が重要な生産活動になる。

写真３．マル（バター）バターの加工（左）とチュラ（チーズ）の加工（右）．

酸乳を皮袋で撹拌し、マルと呼ばれるバターに加工する。バター

を収集し、後に残った液体部分のバターミルクは、加熱凝固させて

から脱水し、天日乾燥させて、チュラと呼ばれるチーズにする。

バターもチーズもカルナクパにとって重要な食料となる。

写真４．タギー・シャグラムーと呼ばれるパンつくり．

コムギ粉は料理に多用され、カルナクパの食料摂取に

おいて重要な役割を果たしている。

写真５．ゴビ（キャベツの炒め物）とティモ（蒸しパン）．

料理にキャベツなどの葉野菜が利用されることは珍しい。

ゴビは市場で購入した植物油で炒めてあり、ミックスス

パイスのグラム・マサラで味付けされている。コムギ粉

は様々な形態に加工されて、頻繁に利用されている。

写真4　タギー・シャグラムーと呼ばれるパンつくり
コムギ粉は料理に多用され、カルナクパの食料摂取において重要な役
割を果たしている。
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牧民のカルナクパではあるが、栄養摂取の半分以
上は外部から購入した穀類などの食料に頼ってい
ることが明らかとなった。地方都市レーから遠く
離れたカルナクパではあるが、市場経済に大きく
依存してしまっていることが理解される。
　自給した食料は、主に肉類と乳製品よりなる。
肉類と乳製品の合計が、わずかに総自給量より少
ないのは、ネギ属 Allium spp.などの野生植物の採
集・摂取による。
　エネルギー摂取量に占める自給量は、年配妻 S
と若妻 Iとでそれぞれ 45.0％と 39.3％であった。
乳製品からの供給量が、年配妻 Sで 44.9％、若妻
Iで 31.2％であるから、自給食料のほとんどは乳
製品に依っていることになる。家畜飼育にのみ携
わるカルナクパ世帯 Dでは、乳製品の食料供給
が全エネルギー摂取量の 31.2％～ 44.9％をも貢献
しており、遊牧民カルナクパにおいて極めて重要
な食料となっていることが把握される。この乳製
品の供給寄与率は、食材の中で最も高くなってい
る。
　一方、もう一つの自給食料である肉類の寄与率
は、年配妻 Sで 0.0％、若妻 Iで 8.2％と極めて低い。
若妻 Iが肉を摂取したのは、調査した 3日間で 1
日だけであった。肉は、年間、2世帯で牡ヤク 1頭、
牝ヤク 1頭、ヒツジ・ヤギ 4頭～ 5頭を屠殺し、
食すとはいう。肉は、夏よりも、搾乳量の少なく
なる冬に、より多く摂取することになるという。
ローサルと呼ばれる一年に一度の新年のお祭りな
ど、特別な日には、肉をたくさん食べるという。
しかし、今回調査結果から理解されるように、日

常の食生活においては乳製品の摂取の方が極めて
重要な食料資源となっている。
　また、若妻 Iの乳製品への依存度は 31.2％であ
り、食肉への依存度 8.2％と合わせると、自給す
る畜産物への依存度は 39.3％となる。年配妻 Sの
自給畜産物への依存度 44.9％とほぼ同じになって
くる。つまり、自給する家畜生産物には摂取エネ
ルギー量の 40％前後を依存しており、若妻 Iは肉
を摂取した分、乳製品への依存度を下げたという
ことになる。
　購入した食料の内、全エネルギー摂取量への寄
与率は、コムギ粉が年配妻 Sで 32.2％、若妻 Iで
30.1％と最も高い。これは、乳製品の次に高い値
となっており、乳製品とコムギ粉を合わせると、
全摂取エネルギー量の 61.3％～ 77.1％をも占め、
摂取エネルギーの大部分が乳製品とコムギ粉の摂
取により成り立っていることが理解される。コム
ギ粉はタギー（パン）、チュー・タギー（マカロニ）、
ティモ（蒸しパン）などの食材として、カルナク
パの食生活において不可欠となっている。タギー
は、朝食や昼食、そして、間食に、チュー・タギー

（マカロニ）、ティモは昼食や晩食に重要な料理と
なっている。少なくとも現在、市場から購入した
コムギ粉はカルナクパの食生活において不可欠な
食材となっている。
　コムギ粉に対して、オオムギ粉、コメ、マメ類
の食料摂取への貢献度は低い。全エネルギー摂取
量に対するオオムギ粉の寄与率は、年配妻 Sで
5.3％、若妻 Iで 4.5％、コメは年配妻 Sで 5.5％、
若妻 Iで 12.9％、マメは年配妻 Sで 1.0％、若妻 I

表5　2011年8月におけるカルナクパ世帯Dの年配妻Sと若妻Iの1日当りの平均栄養摂取量
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で 0.9％である。オオムギ粉は、ツァム・トゥク
として目覚めの食事として、極めて重要な食材と
なっているが、その他は、酸乳にかける、そのま
ま口に放り込むなど、間食程度にしか利用されて
いない。かつては、オオムギ粉をもっと沢山摂取
したという。
　乳製品の摂取は、エネルギー供給だけでなく、
タンパク質と脂質の供給においても大きく貢献し
ている。乳製品の摂取は、年配妻 Sで 37.9 g、若
妻 Iで 35.3 gのタンパク質を、また、脂質は年配
妻 Sで 46.8 g 、若妻 Iで 49.5 gを供給している。
これらは、全摂取タンパク質の 64.7％・41.0％、
全摂取脂質の 79.3％・64.4％にもそれぞれなる。
タンパク質の平均摂取必要量は 20歳代～ 60歳代
の女性で 40 gである 12）。乳製品の摂取だけで、
タンパク質の一日の必要量が供給されることにな
る。また、脂質の目標摂取量が、全摂取エネルギー
量の 20％以上 30％未満とされている 12）。これは、
年配妻 Sで 293 kcal/日～ 439 kcal/日、若妻 Iで
424 kcal/日～ 636 kcal/日となる。脂肪のエネル
ギー換算を 9.16 kcal/gとすると 12）、年配妻 Sの脂
質の摂取量は 418 kcal/日、若妻 Iは 425 kcal/日
となる。脂質の摂取は、まさに乳製品の摂取で、
一日の脂質の必要量がちょうど満たされているこ
とになる。
　以上、カルナクパ D世帯の食料摂取の特徴は、1）
全摂取エネルギー量の内、食料自給量は 39.3％～
45.0％、購入量は 55.0％～ 60.7％と、農耕に一切
携わってない遊牧民のカルナクパではあるが、摂
取エネルギーの半分以上を外部から購入した穀物
などの食料に頼り、市場経済に大きく依存してし
まっていること、2）日常の生活の中で肉類をほ
とんど摂取していないこと、3）乳製品の摂取量が、
全摂取エネルギー量の 32.5％～ 45.7％ともなり、
日常の食生活においては乳製品の摂取が極めて重
要になっていること、4）コムギ粉の摂取量も乳
製品に次いで全摂取エネルギー量の 30.1％～
32.2％と高いと、まとめることができる。

4．遊牧民カルナクパD世帯の食料摂取のあ
り方
4-1．食料摂取のリズム
　一日の始まりは目覚めのツァム・トゥック（チー
ズのオオムギスープ）に始まり、この目覚めのツァ

ム・トゥックに加えて、朝食、昼食、夕方のお茶
／食事、晩食の 1日 5回の決まった食事で成り立っ
ていた。晩食をつくっている最中、塩バター茶、
ビスケット、ンガン・ペイをかけた酸乳ジョや凝
乳ラボなどを、それぞれが好きなように摂取して
いたが、決まったものではなかった。半農半牧の
ドムカル移牧民においても、起床後直ぐの目覚め
のお茶（塩バター茶や甘乳茶）、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
ていた 1）。カルナクパ D世帯では目覚めの食とし
てチーズとオオムギ粉でつくったスープのツァ
ム・トゥックを、ドムカルでは塩バター茶や甘乳
茶のお茶とはなっている。しかし、目覚めのお茶
の内容は異なるが、一日の始まりは目覚めのお茶
を軽く摂り、続いてしっかりと朝食を摂ることで
共通している。この目覚めのお茶、朝食、昼食、
晩食は、ラダーク地域に広く共有された食料摂取
パターンである可能性が高い。この食料摂取パ
ターンは、搾乳の時間帯や放牧に出る／放牧から
戻るタイミングに合わせたリズムを持ち、家畜管
理に合わせた形態となっている。

4-2．遊牧民にとってのオオムギ粉とコムギ粉の
利用
　カルナクパ D世帯では、コムギ粉への依存量
が全摂取エネルギー量の 30.1％～ 32.2％と高いの
に対し、オオムギ粉には 4.5％～ 5.3％しか依存し
ていない。これは、オオムギを自ら栽培するドム
カル移牧民が、全摂取エネルギー量の 7.9％～
30.1％をオオムギ粉に依存しているのと比べる
と、半分ほどに低下している。遊牧民カルナクパ
は農耕に一切携わっていない。コムギ粉、オオム
ギ粉、コメ、マメ類などの農産物は、レーなどの
市場から購入するか、レーション注 5）と呼ばれる
政府配給制度により入手することになる。先にも
指摘した通り、コムギ粉は、さまざまな料理に多
用され、カルナクパの食生活にとって不可欠な食
材となっている。それに対し、オオムギ粉はツァ
ム・トゥックや酸乳にかけて摂取するなどで、料
理のバリエーションが低い。ドムカル移牧民は、
ンガン・ペイ（オオムギ炒り粉）を壺に入れて客
間に常に備え付けて、腹がへったらンガン・ペイ
を摂取しているのに対し、カルナクパではそれほ
ど頻繁には摂取されていないことからも、カルナ
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クパ D世帯におけるオオムギの位置の低さが伺
われる。同じ購入するにおいて、コムギ粉の方が
料理の有用度が格段に高い。また、食べ心地もコ
ムギ粉の方がオオムギ粉より重くなく、食感にも
優れている。そして、コムギ粉は政府配給制度の
対象になっているため、オオムギ粉よりもコムギ
粉の方が政府より安く購入することができる。政
府配給制度は、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った。このコムギ粉の
安価さも、コムギ粉の入手を促進しているものと
考えられる。チベットの人びとは、ヤクとオオム
ギとを手にすることにより、高地地帯に広く展開
することができ 13）、オオムギ粉はチベットの人び
との食生活において重要な食材であることが、か
ねてから指摘されてきた。オオムギ粉が重要であ
ることは、オオムギを自ら栽培するチベットの人
びとの間では正しいが、遊牧民カルナクパのよう
な農耕に一切携わらないチベットの人びとの間に
おいては、オオムギへの依存度は低く、逆にコム
ギの存在意義が浮上してくる。チベットにおいて
は、オオムギは自ら栽培する人びとの間において
は重要なのであって、農耕に一切携わらない人び
との間においてはコムギの方が重要になっている
のである。チベットの人びとは、自らの土地で入
手できない家畜・農耕生産物や文物は、広域交易
により入手してきた 1,7,14）。オオムギ粉もコムギ粉
も、交易によって外界から入手してきたのである。
オオムギ粉もコムギ粉も入手可能な状況下にあっ
て、料理の有用度が低く、より高価なオオムギ粉
を遊牧民が敢えて摂取する必然性はない。高所で
はオオムギしか栽培できないために、必然的にオ
オムギ粉食がチベットの人びとの生活にとって重
要になったのである。チベットの人びとのオオム
ギ粉／コムギ粉食は、自ら栽培するかどうか、料
理の有用度や食感、政府の政策によって大きく左
右されているといえる。

4-3．低下するマメ類の存在意義
　マメ類の摂取は、全摂取エネルギー量の 0.9％
～ 1.0％、全摂取タンパク質量の 1.6％～ 1.9％と、
ほとんどカルナクパ D世帯の食生活に寄与して
いなかった。これは、自らマメ類を栽培するドム
カル移牧民の全摂取エネルギー量の 1.9％～
9.3％、全摂取タンパク質量の 6.7％～ 26.3％に比

べると、相当に低い。
　マメの摂取の魅力は、豊富に含むタンパク質の
供給にある。乾燥レンズ豆で、タンパク質含量は
23.2％、乾燥インゲンマメでは 21.7％もある 12）。
このタンパク質の供給にマメ料理の重要性があ
る。しかし、カルナクパはマメを栽培しているわ
けもなく、マメ類は市場から購入してこなければ
ならない。乳製品の摂取によって年配妻 Sで 37.9 
g、若妻 Iで 35.3 gのタンパク質を得ており、乳
製品の摂取だけでタンパク質の一日の必要量がほ
ぼ供給されることになる。つまり、乳製品に大き
く依存する遊牧民カルナクパ D世帯にとって、わ
ざわざマメを摂取する必要がないのである。乳製
品の供給が十分にあり、農産物を購入する状況に
おいては、食料摂取におけるマメの位置は低下す
ることが理解される。

4-4．変化する食
　コメの食料摂取への貢献度は低い。全エネル
ギー摂取量に対するコメの寄与率は、年配妻 Sで
5.5％、若妻 Iで 12.9％である。しかし、コメの摂
取量は比率的には低いが、近年増加してきている
という。若妻 Iは、コメが好きだという。コメは
若妻 Iで 12.9％と、年配妻 Sの 5.5％よりも 2.3倍
となっている。一方、年配妻 Sは、コメを食べな
くとも、乳製品やコムギ粉／オオムギ粉食でよい
という。年配妻 Sに聞くと、昔はコメはほとんど
なかった、お祭りの時くらいしかコメは食べられ
なかったという。つまり、年配妻 Sの小さい頃、
50年以上前の頃は、日常におけるコメの摂取は
無かったことになる。コメの摂取量が、時代を経
る毎に、また、年配層よりも若年層で増加してい
ることが理解される。
　世帯 Dでは、政府配給制度により、コムギ粉
とコメは政府から安く買い入れることができてい
る。この政府の配給制度により、コムギ粉とコメ
を摂取する機会と量とは増加したと年配妻 Sはい
う。政府配給制度により、コムギ粉とコメの摂取
割合は増加し、代わってオオムギ粉の摂取量が低
下していったと考えられる。食料摂取のあり方、
食材の利用の仕方は、このように政府の政策に
よって大きく影響されているのである。
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4-5．脂肪の摂取過多
　脂質の一日の合計摂取量は、年配妻 Sで 57.5 g

（527 kcal/日）、若妻 Iで 72.0 g（660 kcal/日）であっ
た。脂質の一日の目標摂取量は、年配妻 Sでは
293 kcal/日～ 439 kcal/日、若妻 Iでは 424 kcal/日
～ 636 kcal/日であることから、現在の脂肪摂取量
は必要量をわずかに越えてしまっている。乳製品
による脂質摂取量は、年配妻 Sでは 418 kcal/日、
若妻 Iは 425 kcal/日であり、必要量を乳製品だけ
で満たしている。乳製品からの脂質の供給は主に
バターからなっている。
　一日に何度も塩バター茶を飲んで、脂質の摂り
過ぎになるのではないかとの危惧がある。植物油
が入手できない時代においては、脂質の適量な供
給が乳製品からあり、一日に必要な脂質をバター
から適量を摂取していると評価できる。塩バター
茶などの乳製品の摂取は、カルナクパの人びとに
重要な脂質を供給してきのである。しかし、D世
帯の事例では、植物油を使う現在においては脂質
摂取過多となりがちであると判断せざるをえな
い。市場から植物油を入手できる現代においては、
塩バター茶の摂取を控えるか、植物油の使用を減
らすか、合計で 1割～ 2割程度、摂取量を低く抑
える必要がある。

5．遊牧民カルナクパD世帯の家畜飼養の管
理戦略
　遊牧民カルナクパ D世帯では、乳製品の摂取
量が全摂取エネルギー量の 32.5％～ 45.7％と、日
常の食生活においては乳製品の摂取が極めて重要
になっていた。逆に、肉類の摂取量が全摂取エネ
ルギー量の 0.0％～ 8.2％と極めて低く、日常の食
生活において肉類はほとんど栄養摂取に寄与して
いない。遊牧民カルナクパ D世帯は、日常の食
料の半分弱を乳製品に依存し、肉はほとんど摂取
していないのである。同じラダーク管区に位置す
るシャム地域のドムカル村での移牧民の事例で
は、乳製品には 9.6％～ 12.4％に留まっている。
ドムカル村での移牧民は、半農半牧の民であり、
家畜を飼養しながらも、自らが所有する農耕地で
オオムギや豆類などの作付けをおこなっている。
賃金労働のための若者世代の村外流出 15）により、
家畜頭数が減少し、それに伴って搾乳量も近年減
少してきているが、それでも農作物の栽培にも携

わる移牧民の乳製品への依存度は大きく低下して
いることが理解される。遊牧民カルナクパ D世
帯の事例を通じて、家畜飼養にのみに依存する遊
牧民カルナクパは、乳製品に食料の半分弱を依存
しており、家畜は生きて留めさせて、その生産物
の乳に依存して生業をおくっている可能性が高い
ことが示唆される。つまり、農耕に一切携わらな
い遊牧民カルナクパが、家畜を飼養する目的は、
肉を食べることを主とはしておらず、家畜個体・
毛とを売却することに合わせて、乳製品を摂取す
ることにあることが理解される。牧畜という生業
の本質がここにある。

6．おわりに
　遊牧民カルナクパは、家畜飼養のみに携わり、
農耕活動は一切おこなっていない。しかし、カル
ナクパ D世帯の食料摂取は、全摂取エネルギー
量の 39.3 ％ ～ 45.0 ％が自給食料に、55.0 ％ ～
60.7％が購入食糧に依存している。つまり、農耕
に一切携わってない遊牧民のカルナクパではある
が、食糧の半分以上を外部から購入した食料に頼
り、自給家畜生産物よりも市場経済や政府配給制
度に大きく依存してしまっている。これは、牧畜
と農耕の両方に携わるドムカル移牧民においても
同様で、全摂取エネルギー量の 56.6％～ 84.2％を
も購入食糧に依存している。チベット高原やヒマ
ラヤ山脈で移牧や遊牧をおこなうチベットの人び
とは、自らの土地で入手できない家畜・農耕生産
物や文物は、広域交易により入手してきた 1,7,14）。
つまり、遊牧や移牧という生業は、自らの生産だ
けで完結する閉じたものではなく、外界との交換
により成り立つ開いた構造にある。食料摂取の調
査結果からは、むしろ外界からの獲得物により依
存した構造になっている。チベットの人びとの食
糧摂取のあり方と生業構造とは、山地の高低を季
節的に利用するという垂直軸の移動性と、広域交
易のための水平軸における移動性との両方の生業
戦略が重要であることを指し示している。
　今回のカルナクパの栄養学的調査は、8月の夏
期におこなわれた。夏は、植生がより豊かな時期
であり、搾乳時期にあたる。一日の生活パターン
は搾乳や放牧の作業に大きく左右され、食料生活
は乳製品に大きく依存していた。一方、冬期はカ
ルナクでは雪で閉ざされ、搾乳も停止してしまう。
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生活パターンが変化してしまうことに応じて、食
料摂取の内容も夏期とは異なることが十分に予想
される。従って、冬期における食料摂取をも調査
し、一年を通じたカルナクパの生存戦略を問うこ
とが次の課題となる。

謝辞
　本研究は、平成 23年度総合地球環境学研究所プ
ロジェクト「人の生老病死と高地環境—3大高地
文明における生態・文化的適応」（代表：奥宮清人
氏）のもとにおこなわれた。現地で調査をおこな
うにあたって、福井大学の月原敏博氏、現地 NGO
団体 Ladakh Ecological Development Group（LEDeG）、
ガイドの Tsering Dhargyal氏の協力を得た。また、
カルナクパの人びとは調査に快く協力してくれた。
これらの方々に深く感謝いたします。

注
1） ニモ Nymoからカルギル Kargilまでの地域を
シャム Shamと呼ぶ。

2） ラダキー。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集団。チベット語西
部方言ラダック語を使用し、仏教徒である。
我々はラダキーであり、チベット・チベット
難民の人びととは違うと認識している。

3） チベット語で、チャン changとは「北」を、
タン tangとは「開けた広い平坦地」をそれ
ぞれ意味する。ラダークを含む北西チベット
の比較的平坦な遊牧地帯をおおよそ指してい
るものと考えられる（月原私信）。図 1に示
したチャンタンの領域は、ラダークの人びと
の証言をもとにして、おおよその地域を示し
た。

4） チベット暦。チベット暦は太陰太陽暦であり、
1年が 355日しかなく、3年に 1度、13ヶ月
の閏月がある。そのため、チベット暦は、西
洋歴で 1ヶ月ほど年によって前後することに
なる。

5） ラダキーの人びとの発音では、ラシアンと聞
こえる。
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Summary

Preliminary Survey about the Subsistence of a Nomad in Changtang Area, 
Northern Slope of West Himalayan Mountain, Northern India

― From the Case Study of Food Intake in a D Household of Karnak-pa Nomad ―

Masahiro Hirata

Obihiro University of Veterinary Medicine and Agriculture

    The preliminary nutritional survey on a D household of “Karnak-pa” nomad was conducted in Changtang area, 
Ladakh region of north India to understand the situation of food intake by the nomads of which subsistence depend 
only on livestock keeping, not on crop producing, and analyze its characteristics.  The characteristics of food intake 
in the D household are summarized as the following 9 points.  1) The daily food intake is composed by 5 times 
such us morning cheese-barley soup named as “Tsam thuk”, breakfast, lunch, evening tea/food and dinner.  2) The 
energy intake of Karnak-pa nomad was supplied by 39.3 % - 45.0 % from self-sufficient foods and 55.0 % - 60.7 % 
from purchased foods.  Although Karnak-pa nomads don’t engage in any agricultural production activities, the 
more than half amount of their energy intake depends on the purchased foods such us wheat, rice and sugar.  Hence, 
the Karnak-pa nomad depends largely on the local market economy.  3) They seldom take any meat in normal daily 
life.  4) Since the milk products contribute 32.5 % - 45.7 % of total energy intake to their diet, the intake of milk 
products is extremely important for their daily food.  5) The amount of wheat intake by the Karnak-pa nomad is 
30.1 % - 32.2 % of total energy intake and its intake is also big contribution to their food intake next to the milk 
products.  6) Although the salty butter tea is always prepared and frequently took by the Karnak-pa nomad, and 
forms the foundation for their dietary habit, the roasted barley flour isn’t often eaten by them.  7) Because of the 
rationing system by the Indian government, the intakes of wheat and rice have increased, and contrarily the intake 
of barley has decreased.  8) The importance of bean contribution into food intake decrease under the situation of 
enough supply of milk products and the purchase of all agricultural products from local markets.  9) Although the 
milk products make an important role in fat intake for the Karnak-pa nomad when they couldn’t get enough 
vegetable oils from markets, excessive fat intake is likely to happen for them in the current situation of easier 
vegetable oil purchasing.  It is understood from the point of the food intake style of D household of “Karnak-pa” 
nomad who don’t engage in any agricultural activities that the purpose of livestock keeping is not for its meat 
eating by themselves, but for the milking from their livestock and take milk products for themselves.  Here is the 
essential nature of subsistence, “pastoralism”.

Key words: nomadism, milk products, barley, beans, meat, limitation, modesty, adaptation in high altitude




