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チベット高原西部におけるチベット系ラダーク牧畜民
カルナクパの季節移動システム

―インド北部ヒマラヤ山脈西部北斜面チャンタン地域カルナクでの事例から―

平田昌弘
帯広畜産大学

ヒマラヤ学誌　No.13, 113-127, 2012

　ヒマラヤ高地における牧畜民の季節移動システムを把握し、その季節移動戦略の特徴を分析するた
めに、インド北部ジャンムー・カシミール州ラダーク管区カルナクにおいて 2010年 9月と 2011年 8
月に参与観察とインタビューとをおこなった。牧畜民カルナクパの季節移動は、4月下旬から 9月中
旬／ 10月中旬にかけての夏・秋期の放牧と 9月中旬／ 10月中旬から 4月下旬にかけて冬・春期の放
牧に大きく分かれていた。夏・秋期の間の移動の狙いは、より良き草資源を求めての移動であり、移
動は草資源の状態によって左右されていた。冬・春期の間の移動は、牧野の草資源が更に乏しくなる
ため、家畜群を分け、草資源を分散して利用することが企てられていた。冬・春期にも、より良き草
資源を求めて移動し、野生植物を補助飼料として刈り取りできる草地、乾草を蓄積できる場所を求め
て移動していた。そして、厳寒の冬に備え、石組みの住居、気温のより暖かい場所（より低地）、強
風からの回避、凍らない水資源を利用できる場所も宿営地の選択として重要であった。カルナクパの
季節移動の特徴をまとめると、一年を通じての草資源と水資源の確保、移動と放牧は全世帯が共同体
となって一緒に行動を共にしていることであり、冬には厳寒に備える防御と補助飼料確保のために宿
営地が選ばれているとまとめることができる。牧畜民カルナクパは、ヒマラヤ高地を一年を通じてほ
とんど標高差なく利用し、農耕に一切携わらず、世帯成員が全員一緒に移動し、家畜飼養のみに依存
して生業を成り立たせていた。これらのことから、牧畜民カルナクパの生業形態は、高地における遊
牧であると類型分類される。高地で遊牧という生業が成りたつ背景には、広域交易の存在がある。

キーワード：チャンタン、牧畜、遊牧、標高差、季節移動

1．はじめに
　チャンタンとは、インド北部ラダークを含む北
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ている（月原私信）。確
かに、ラダークの中心都市レー Lehから南東に下
り、タクラン峠 Taklang Laを超えると、それまで
の小さな山間部から大きな山と谷が展開する地形
へと変化することに気がつく（写真 1）。チャン
タンは、標高 4,000 m以上を主とする地域となる

（図 1）。
　インド領のチャンタンには、チベット難民注 1）、
ラダークの人びと注 2）が牧畜を生業として利用し
てきた。標高 4,000 mを越える高地においても、
家畜を飼養すると共に、野生動物の狩猟や野生植
物の採取などをもおこない、広域交易をおこなっ
て生活の必需品を入手し、生業を成り立たせてき

た。この高地のチャンタンにおける環境利用の一
端を把握するために、本稿ではヒマラヤ山脈西部
北斜面に位置するラダーク管区カルナク Kharnak
地域におけるラダーク牧畜民の季節移動システム
について論考する。現地調査は、カルナク地域（図
1）のラダーク牧畜民 D世帯において、2010年 9
月 19日～ 9月 21日と 2011年 8月 7日～ 8月 11
日にかけて観察とインタビューとをおこなった。
インタビューはラダーク語でおこない、語彙は発
音に即して聞き取った。地名に関しては、地図に
記載されている語彙を採用した。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、標
高 4,000 mを越える高地カルナクにおいて、1）
ラダーク牧畜民カルナクパの季節移動システムを
把握し、2）家畜飼養のための季節移動戦略の特
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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 15）

写真 1　チャンタンの景観
5,000 m 以上の山と 4,000 m 台の谷とが続く。このような地勢にカル
ナクは位置している。

写真 2　谷底の植生
谷底は、土壌中の水分含量が比較的高くなるため、植生の状態が相対
的に良い。それでも、被覆率は 5％〜 10％ほどしかない。中央後方
はヤギの群。
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徴を分析することにある。最初に調査した D世
帯の家族構成や家畜管理などについて言及してか
ら、季節移動システムについて検討する。そして、
カルナクパ牧畜を整理するために、カルナクパの
牧畜が移牧であるか遊牧であるか、その形態を類
型分類する。
　なお、本稿で報告するカルナクの事例は、月日
の日付に関してはチベット暦に従って記述してい
る。チベット暦と西洋暦との対照は、表 1を参照
されたい。特筆すべきは、チベット暦は陰暦であ
り、1 年が 355 日しかないため、3 年に 1 度、
13ヶ月の閏月があることである。そのため、チベッ
ト暦は、西洋暦で 1ヶ月ほど年によって前後する
ことになる。

2．カルナク地域の生態環境
　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。

　カルナクは乾燥しているため、植生が極めて乏し
い。谷や谷底は土壌中の水分含量がより多くなるた
め、比較的植生が豊かとなる。それでも、谷底周辺
の植生は被覆率が 5％～ 10％ほどしかない（写真 2）。
種構成は、イネ科草本の Stipa spp.、Bromus spp.、
スゲ科スゲ属の Carex spp.、キク科多年生灌木の
Artemisia spp.、バラ科多年生草本の Potentilla spp、
マメ科多年生草本 /潅木の Astragalus spp.、アカザ
科単年生草本の Chenopodium spp.、アカザ科多年生
潅木、シソ科の単年生草本を主としている。いずれ
も乾燥に強い植物である。自然草丈は、冷涼性、
低酸素濃度、強風が多い自然環境の要因と、家畜
の被食を受けていることもあり、概して低い。7
月～ 8月にかけては、イネ科植物やスゲ科の出穂
により一時的には自然草丈が高くなる。被覆度 5％
～ 10％の小ささと自然草丈の低さとから、カルナ
クにおける植物資源量の少なさが推測される。従っ
て、家畜を多頭数飼養するには広域な土地面積が
必要となることになる。

3．D世帯の属性と家畜管理
3-1．D 世帯の家族構成
　ラダーク社会は 1妻多夫の世帯があり、D世帯
にも 2人の夫がいる。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）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）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者として携わっており、

表 1　太陰太陽暦のチベット暦と太陽暦の西洋暦の対照表



チベット系ラダーク牧畜民カルナクパの季節移動システム（平田昌弘）

― 116 ―

不在がちである。三男は、西方に位置する地方都
市カルギル Kargilで賃金労働に就き始め、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、調査時点で
家畜管理や畜産物加工に携わっていたのは、D1の
夫、その妻 S、四男とその妻 Iの 4名であった。
　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。

3-2．D 世帯の所有家畜構成と家畜の役割
　D世帯は、ヤクを 14頭（内 6頭が仔畜）、雌ヤ
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 2）。
ウシ、および、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。ヒツジ・ヤギの仔畜は、70頭～ 80頭生
まれれば、30頭くらいしか冬をのり切れないと
いう。更に、冬に大寒波がくると、成畜・仔畜を
合わせて、1/5に規模が縮小するという。つまり、
ヒツジ・ヤギ群が 500頭であれば 100頭に、100
頭であれば 20頭に縮小してしまうという。それ
ほど、カルナクの冬は厳しい。
　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われる（図 2）。
ヒツジは、搾乳シーズンの当初に一時的には搾乳
する。生乳はバターとチーズの加工に利用する。
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。カルナクでは、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。酸乳を撹拌して、バターを加
工するチャーニング道具としては、ヒツジもしく
はヤギの革袋を利用している（写真 3）。先に報
告したシャム地域のラダーク移牧民で広く普及し
ている桶・回転棒によるチャーニン技術 1）とは、
形態が異なっている。ヒツジの革袋を用いた
チャーニング技術は、シャム地域のブロクパ注 3）

の人びとやチベット牧畜民 2）の間にもみられる。
　ヤクはチベット暦の 7月から 9月にかけて交尾
をおこない、9ヶ月の妊娠期間を経て、4月から
6月にかけて出産期を迎える（図 2）。搾乳は、出
産後から 1年半にわたって可能であるという。冬
期に生乳という貴重な食料をヤクはカルナクパに
もたらしてくれることになる。ただし、牝ヤクが
妊娠したならば、妊娠して 2ヶ月～ 3ヶ月後には
泌乳が停止してしまうという。牝ヤクの出産は、
基本的には 2年に 1度である。牝ヤクによっては、
毎年出産する個体もいるが、毎年出産する牝ヤク
個体は弱っていってしまうという。
　ヤギには季節繁殖が無く、一年を通じて交尾が
可能であるという。しかし、秋の終わりや冬の始
めに仔畜が産まれてしまうと、仔畜は厳しい冬を
のり切れない。従って、牡ヤギにはジィンマ
gingmaと呼ばれる前当てを結びつけて、交尾を

表 2　カルナク牧畜民 D 世帯における飼養家畜頭数とそ
の利用
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コントロールしている（写真 4）。交尾は 8月末
から 9月初めになるように管理し、妊娠期間 5ヶ
月を経て、春先の 1月から 2月にかけて出産する
ように調整している。仔畜が産まれてくる 1月～
2月にかけては野生植物が未だ十分には伸長して
いないが、1月中は母ヤギから哺乳させる。出生
後 1ヶ月ほどして、2月～ 3月になってから放牧
に出す。この頃には草本植物の新芽が出ており、
仔ヤギは徐々に採食し始めるという。放牧に出す
前に、柔らかい草を仔ヤギに給与して、植物採食
に慣らしてから、放牧に出すという。
　ヒツジも周年繁殖が可能であるという。ヤギ同
様に、秋の終わりや冬の始めに仔畜が産まれてし
まわないように、牡ヒツジに前当てを付けて繁殖
管理をしている。ヒツジの妊娠期間は 6ヶ月間、
1月～ 2月にかけて産まれてくるようにコント
ロールするために、交尾は 7月の終わりから 8月
にかけておこなわれるように牡ヒツジの前当てを
取る。仔ヒツジは、出生して 15日ほどしたら放
牧に出るようになるという。ヤギ同様、放牧に出
す前に柔らかい植物を給与して、仔ヒツジを採食
に慣らしておくという。

3-3．搾乳技術
　搾乳は、牝ヤク、ヤギ、ヒツジでおこなわれて
いる。ただし、ヒツジは 6月の 10日ほどしか搾
乳をおこなわないという。6月の 10日ほどはな
んとか搾乳できるが、その後はヒツジを制御する

のが難しくなるため、搾乳しないという。
　牝ヤクからの搾乳は、1日 1回早朝におこなわ
れる。日中は母仔を一緒にして放牧に出す。夕方、
宿営地に戻ってきたら、母仔を分離し、仔ヤクを
ペルダン perdangという地上低くに張られた紐に
結んで、母ヤクから乳を哺乳できなくさせる（写
真 5）。母畜は、レルタック relthakと呼ばれる紐
で角を共に結び合わせ、動きを制御しておく。翌
朝の朝 6時、仔ヤクをペルダンから解き放つ。仔
ヤクは一目散に母畜に向かい、哺乳を始める。仔
畜が母畜をなかなか発見できない場合は、鳴声で
互いの位置を確認し合う。母仔が出会うと、母ヤ
クは仔ヤクの匂いをかいで確かめて、仔畜に授乳
を許容する。授乳を 1分半ほどさせたら、再び母
仔を引き離し、搾乳を始める（写真 6）。母ヤク
の向かって左側から、片膝を立てて中腰になり、
バケツを両膝でかかえて、両手で搾乳する。搾乳
はおおよそ 5分程度、1回の搾乳量は、乳量が最
も多くなる西暦 8月時点でも 1.5 ℓほどであった。
このように、牝ヤクからの搾乳は、日中は母仔を
共に放牧させて母仔関係を維持させ、夜の間は引
き離し、朝に 1回搾乳し、搾乳には仔畜が催乳に
利用されている。仔畜は、出生後から 1年半にわ
たって乳を享受できるわけである。
　ヤギの搾乳は、7月上旬／中旬から 9月末まで
のおおよそ 3ヶ月間おこなう。7月上旬／中旬に
なると、仔ヤギを母ヤギから引き離し、隣の世帯
のヤギ群の仔畜と交換する。以後、母仔は完全に

家畜の季節生産

・繁殖管理下にあるヒツジ

・牝ヤク

交尾出産 妊娠搾乳
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図2．近郊都市レーにおける気温	とカルナクにおける家畜生産の季節推移．
注）カレンダーはチベット暦に基づいている。

・繁殖管理下にないヒツジ

・繁殖管理下にあるヤギ

・繁殖管理下にないヤギ

15)

図 2　近郊都市レーにおける気温 15）とカルナクにおける家畜生産の季節推移
注）カレンダーはチベット暦に基づいている。
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写真 5　夜間の母仔分離の技法
ヤクおよびゾ・ゾモの大型家畜は、翌朝の搾乳のために、夜間は母仔分離される。仔ヤクをペ
ルダン（右奥）、母畜はレルタック（左）と呼ばれる紐で繋ぎ止めておく。

写真 6　ヤクの搾乳（左）とヤギの搾乳（右）
ヤクの搾乳は仔畜を催乳に利用してから搾乳する。ヤギは、泌乳個体同士の首を紐で縛って動きを制御してから搾乳する。

写真 3　チャーニングによるバター加工
酸乳を皮革に入れて、前後に振盪させ、バターを加工する。皮革は、
ヒツジもしくはヤギが用いられる。チャーニングは 1 時間半ほどかか
り、乳量が多い夏は1日に朝晩2回おこなうため、相当の労力を要する。

写真 4　繁殖を管理するための牡ヤギの前当て
ヤギは周年繁殖が可能である。仔畜の生存率を高める為に、春先に生
まれてくるように、雄ヤギに交尾を制御する前当てを付け、繁殖を管
理している。
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分離され、それぞれに放牧される。この母仔交換
は、母ヤギは実仔にしか哺乳を許さないことを利
用した、搾乳のための技術である。朝の牝ヤクか
らの搾乳が終われば、続いてヤギの搾乳をおこな
う。ヤギは夜の間はラス lassと呼ばれる石組みの
家畜囲いの中に入れられている。泌乳中のヤギを
見つけ出し、一頭一頭の首を紐で結びつけていく

（写真 6）。こうして、全ての泌乳ヤギを紐で結び
合わせて、ヤギの動きを制御する。搾乳は、後ろ
足の間からおこない、中腰になり、バケツを抱え
て、両手でおこなう。ヤギからの搾乳では、仔ヤ
ギは催乳には利用されていない。1頭からの搾乳
量はわずかである。搾乳は夏の間は放牧に出る前
の朝と放牧から帰ってきた夕方の 1日 2回おこな
われる。

3-4．D 世帯の家畜生産物の販売と補助飼料の購入
　家畜生産物の販売としては、家畜生体とパシミ
ナとがある。家畜生体は、レーの肉屋と契約して
売却する。生活必要品を買いに地方都市レーを訪
れた際、肉屋に売却頭数を申し合わせ、前金を貰
う。その前金により、野菜などの食料、生活物資
をレーにて購入し、カルナクに持ち帰る。肉屋は、
家畜生体が必要になった時点で、トラックをカル
ナクまで回し、D世帯を訪れて、契約した分の家
畜頭数を持っていく。パシミナは、専門の取扱商
と取り引きし、家畜生体の販売と同様に契約する。
2009年に 60,000 Rsを前金として受けとった。3
頭～ 4頭のヤギでパシミナ 1 kgを生産できる。1 
kgのパシミナが 1,500 Rsである。従って、40 kg
のパシミナで前金を返すことができ、120頭～
160頭のヤギを所有していれば供給可能となる。
D世帯はヤギを 350頭飼養している。2008年か
ら政府も、パシミナを同様に取引するようになっ
たという。
　補助飼料は、大麦穀実、配合ペレット、乾草を
毎年購入している。大麦穀実はレーやカルギルの
業者から、2世帯で 1台のトラック分の大麦穀実
を購入する。1トラックは 6,000 kgの大麦穀実に
なるという。大麦穀実の価格は、2008年が 5 Rs/
kg ～ 6 Rs/kg、2009 年 が 11 Rs/kg ～ 12 Rs/kg、
2010年が 7 Rs/kgである。つまり、D世帯は 3,000 
kgの大麦穀実を毎年購入し、その費用として
2010年では 21,000 Rsを拠出していることになる。

配合ペレットは、850 kgを 18,500 Rs（単価約 22 
Rs/kg）で政府から毎年購入する。乾草も、政府
から毎年購入している。大雪年には世帯当りト
ラック 1台分、通常年は 2世帯でトラック 1台分
の乾草を購入する。トラック 1台で約 1,000 kgの
乾草になり、7,000 Rsかかったという。これに運
搬のためのトラック代金が、2010年では 1台あ
たり 11,000 Rsがかかる。畜産物の売り上げは、
ほとんど補助飼料購入代で消えていくという。

4．ラダーク牧畜民カルナクパの季節移動
システム
4-1．家畜を飼養するための年間季節移動システム
　カルナクで放牧をおこなうカルナクパは、北は
Tantse、南は Zhabuk、東は Zaraまでの地域を年
間移動して家畜の放牧のために利用している（図
3）。
　チベット暦の主に 4月下旬から 9月中旬／ 10
月中旬にかけての夏・秋期の放牧と 9月中旬／
10月中旬から 4月下旬にかけて冬・春期の放牧
とに、特徴が大きく分かれる。いずれの宿営地も
表流水が流れる谷沿いに立地しており、カルナク
パは谷の表流水を生活に利用している。冬・春期
とされる時期には、補助飼料を与える。カルナク
パは、宿営地での滞在、次の宿営地への移動のタ
イミングなど、17世帯の全世帯が共に一緒に行
動している。以下の季節移動システムは、全てチ
ベット暦に従って表記している。
　夏・秋期は 4月下旬から 9月中旬／ 10月中旬
にかけてザラ川 Zara chuの流れる Spangchen領域
で遊牧する。4月下旬から 6月中旬／ 7月上旬頃
までの 2ヶ月ほどを Zaraを拠点にしてテントで
宿営する。Zaraの標高は 4,670 mである。Zaraに
は谷が切り込んでいるが、山に迫られていないた
め、谷を中心に平坦な土地が比較的広大に展開し
ている。Zaraへと移動する 4月下旬には、野生植
物の自然草丈が 5 cm ～ 6 cmには伸長していると
いう。Zaraへの移動は、この広大な平坦地での草
資源を狙うことにある。ただし、Zaraは山に迫ら
れて囲まれていないため、強風を受けやすいのが
欠点である。この Zaraで宿営している間に、10
日間ほどヒツジから搾乳することになる。
　6月中旬／ 7月上旬から 8月上旬／中旬にかけ
ての 1ヶ月半ほどは、Spangchenに拠点を移して
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テントで宿営する。Spangchenの標高は、4,685 m
である。Spangchenは、山に迫られて囲まれてい
るため、強風を避けることができるが、平坦な土
地が狭くなる。放牧は、山肌をなでるように展開
したり、ザラ川の下方に降りていったりして、放
牧地を確保している。植生の状態は、その前年の
冬の積雪量と夏の降雨量とによる。植生の状態が
悪ければ 8月上旬には次の宿営地に移動し、植生
状態が良ければ 8月中旬まで Spangchenに留まる
という。この Spangchenに移動してきたら直ぐに
ヤギからの搾乳が開始されることになる。ヤギか
らの搾乳は次の宿営地である Yagangまで続けら
れる。一年で最も草資源が豊かになる時期である。
　最初に Zaraを放牧し、次に Spangchenに移っ
てくるのは、ルプシュ Rupshuのラダーク牧畜民
との取り決めによっているという。ルプシュは、
カルナクに隣接するサマッド・ロクチェン Samad 
Rokchen地域のことを指す。1950年代に中国がチ
ベットを占領する前、ラダーク管区の人びとはチ
ベット政府に税金を納めていた。ニモからカルギ
ルまでのシャムの人びとは、チベット政府にオオ
ムギとアプリコットを税金として納めていたとい
う。シャムの人びとは、この税金物資を Zaraま

で運び、Zaraからはカルナク牧畜民カルナクパや
ルプシュ牧畜民ルプシュパ Rupshu pa（ルプシュ
の人びと・牧畜民）が税金物資を引き受け、チベッ
ト政府へと運んでいたという。カルナクパやルプ
シュパには税金は課せられず、代わりにこの税金
物資を Zaraからチベット政府まで運んだのだと
いう。Zaraは、シャムの人びとの税金物資の引き
受け場所として重要な機能を果たしていたのだ。
この頃のカルナクパとルプシュパとの関係は友好
であった。カルナクパとルプシュパは助け合い、
カルナクパは低地から切り出してきた建築資材の
柳の枝を、ルプシュパはツォカル湖 Tsho karから
岩塩を掘り出してきて、互いに交換していたとい
う。それが、チベット政府への税金物資も共に運
ぶこともなくなり、カルナクパが自らツォカル湖
から岩塩を掘り出したりして、両者の関係は悪化
していったという。そのため、税金物資の引き継
ぎ地点であった Zaraの利用は両者の懸案事項と
なり、取り決めにより放牧時期を互いにずらすこ
ととなった。Zaraは、最初にカルナクパが、次に
ルプシュパが放牧するように取り決められてい
る。このように、Zaraと Spangchenを利用するタ
イミングは、草資源の状態だけでなく、隣接する

Thamartse

図 3．カルナック地域における牧畜民カルナクパの季節移動パターン．

冬・春期 夏・秋期

Tantse Sumdo
Thamartse

図 3．カルナック地域における牧畜民カルナクパの季節移動パターン．

冬・春期 夏・秋期

Tantse Sumdo

図 3　カルナク地域における牧畜民カルナクパの季節移動パターン
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牧畜民グループとの関係においても決められてい
るのである。
　8月上旬／中旬から 9月中旬／ 10月中旬にか
けての 1ヶ月～ 2ヶ月ほどは Yagangに拠点を移
し、放牧がおこなわれる。Spangchenから Yagang
への移動は、Spangchenでの草資源が採食により
乏しくなりはじめ、新しい草資源を求めての移動
である。また、Yagangには石組みの住居が作ら
れており、オオムギの穀実など補助飼料が貯蔵さ
れているという。Yagangは、一年の内に点々と
移動する宿営地間のちょうど中間地点に位置して
いる（図 3）。Yagangの標高は 4,530 mである。
Yagang滞在中に、カルナクでは積雪となる。
Yagangに留まるのが 9月中旬から 10月中旬とば
らつくのは、この積雪の多さによるという。積雪
が少なければ 10月中旬まで、積雪が多ければ 9
月中旬までしか Yagangには留まらないという。
ただし、その年に生まれたヒツジ・ヤギの仔畜は、
積雪があると次の宿営地である Datまで峠を越え
て辿り着けないので、8月下旬／ 9月上旬には
Datへと移動させるという。
　9月中旬／10月中旬から4月下旬にかけての冬・
春期は、1）牡ヤク、牝ヤク、妊娠したヒツジ・
ヤギ、弱ったヒツジ・ヤギの集団と 2）若く強い
ヒツジ・ヤギの集団とで大きく分けて、それぞれ
に放牧させる。所有する家畜を大きく 2つのグ
ループに分けるのは、冬期に特に乏しくなる草資
源を分散して利用する意図があるものと考えられ
る。
　1）牡ヤク、牝ヤク、仔畜や弱ったヒツジ・ヤ
ギの集団は、Yagangから北西に進み、ヤル峠 Yar 
la注 4)を越え、カルナク川 Karnak chuへと降りて
いき、Datの集落を拠点に放牧する。積雪が多い
と 4,900 mのヤル峠を越えられないため、Yagang
からの移動のタイミングは積雪に左右されてい
る。かつては、ヤクとウマに家財道具を積ませて
移動したという。現在ではトラックを利用して、
Datへと移動する。家畜は今でも歩かせて移動さ
せる。徒歩では 1日では Datまで辿り着けず、途
中、Skyangchu karu に て 宿 営 し た と い う。
Skyangachu karuでは、冬の寒さから守るために石
組みの住居がある。
　Datの標高は 4,365 mである。夏営地の Zaraや
Spangchenよりも標高が 300 mほど低く、四方が

山に迫られているために強風から遮られ、冬期に
は寒さをより凌ぐことができる。Datでは、冬で
も表流水が凍らないという。Datでは石組みの住
居があり、冬の寒さに備えている。四方を傾斜の
急な山で狭く囲まれていることもあり、集落周辺
には草資源を供給する放牧地がほとんどない。そ
こで、Datよりも北側のより低地の谷で野生植物
を刈り取り集め、Datに持ち帰るという。この野
生植物の乾草を補助飼料とし、冬の間に家畜に給
与する。この牡ヤク、牝ヤク、仔畜・妊娠個体・弱っ
たヒツジ・ヤギの集団は、老人、女性、子供が家
畜の世話をする。
　12月から 2月上旬にかけては、Datから更に北
側 の Thamartse の 谷 に 移 動 し て 放 牧 す る。
Thamartseの谷は比較的暖かく、谷底は 4,300 m
台にあり、妊娠後期のヒツジ・ヤギには良いのだ
という。また、草資源も比較的残存しているとい
う。この Datから北側の地帯は黒い岩肌の谷が続
き、城や宮殿があったという。Kharnakの地域名は、
この khar（城）・nak（黒い）に由来する。1月の 1ヶ
月間は、オスのヒツジ・ヤギは南方の Skyangchu 
karuで放牧させる。牡ヤク・牝ヤクについては、
Tantse sumdoで冬の間中放牧させる。Tantse sumdo 
は谷底が 4,200 m台にある。人は放牧に追従せず、
牡ヤク・牝ヤクを自由に放牧させるという。
Tantse sumdo、および、その北方の谷には、天然
生林と柳などの人工林があり、森林を形成してい
るという。牡ヤク・牝ヤクは、その樹の葉を採食
し、冬を凌ぐという。冬・春期に、これほど群を
分けて、それぞれに放牧させていることから、牧
野を分散して利用しなければならない草資源の欠
乏さが理解される。このように、Yagangから Dat
／ Thamartse ／ Tantse sumdoへの冬・春期間中の
移動のタイミングと滞在期間とは、気候の暖かさ、
強風からの回避、凍らない水資源、そして、草資
源が要因となっている。
　2）若く強いヒツジ・ヤギの集団は、Yagangか
ら南方のザラ川流域、Yagangから北西のザラ川
流域のルングモチェ Lungmocheの谷で放牧する。
9月中旬／ 10月中旬から 4月下旬にかけてザブッ
ク Zhabuk注 5)、サンタ Sangtha、ルングモチェとそ
れぞれ 1ヶ月から 2ヶ月滞在して順次移っていく。
ザブックは、谷底が 3,800 m台で、谷からの水で
はなく、湧き水があるため、冬でも表流水が凍ら
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ないという。若く強いヒツジ・ヤギは、積雪があっ
ても前脚で雪を掻き分け、雪に埋もれる草を掘り
出して採食できるという。牡ヤク・牝ヤク、弱っ
たヒツジ・ヤギには雪を掻き分けることはできな
いのだという。この放牧には、若い男子が担当す
る。狭い谷間なので、ヒツジ・ヤギ群の放牧には
多くの手間がかからないため、1人でも 1ヶ月ほ
ど世話できるのだという。9月中旬／ 10月中旬
から 4月下旬の冬期の間、カルナクパ全 17世帯
から 8人の青年が出て、放牧を順次担当していく
という。
　冬・春期の間に給与される補助飼料は、妊娠し
たヒツジ・ヤギにはオオムギ穀実を給与する。弱っ
たヒツジ・ヤギには、オオムギ穀実に合わせて乾
草を給与する。若く強いヒツジ・ヤギ、および、
強い牡ヤクには、補助飼料は給与しないという。
ただし、大雪年には、若く強いヒツジ・ヤギにも
オオムギ穀実と乾草とを、牝ヤク・仔ヤクには更
に配合キューブと小麦粉をも給与するという。

4-2．小活
　カルナクパの季節移動は、4月下旬から 9月中
旬／ 10月中旬にかけての夏・秋期の放牧と 9月
中旬／ 10月中旬から 4月下旬にかけて冬・春期
の放牧に大きく分かれていた。
　夏・秋期の間の移動の狙いは、より良き草資源
を求めての移動であり、移動は草資源の状態に
よって左右されていた。また、近年の変化により、
隣接する遊牧民グループとの関係も宿営地の選択
に影響を及ぼしていた。
　冬・秋期の間の移動は、積雪も有り、牧野の草
資源が更に乏しくなるため、家畜群を分け、草資
源を分散して利用することが企てられていた。冬
期にも、より良き草資源を求めての宿営地が選択
されていた。しかし、草資源は家畜には十分では
なく、野生植物を補助飼料として刈り取りできる
草地、乾草を蓄積できる場所も重要であった。そ
して、厳寒の冬に備え、石組みの住居、気温のよ
り暖かい場所（より低地）、強風からの回避、凍
らない水資源を求めての移動であった。
　いずれの時期においても共通していたのは、水
資源を利用するために表流水が流れる谷沿いに宿
営地が立地していたこと、次の宿営地の移動や宿
営地周辺での放牧は全ての世帯が共に一緒に行動

していたことであった。
　つまり、カルナクパの季節移動の特徴をまとめ
ると、一年を通じての草資源と水資源の確保、移
動と放牧は全世帯が共同体となって一緒に行動を
共にしていることであり、冬には厳寒に備える防
御と補助飼料確保のために宿営地が選ばれていた
と、まとめることができる。
　そして、興味深いことに、夏・秋期と冬・春期
の宿営地の標高差は約 300 mと、それほど大きく
は年間上下移動していない点である。カルナクパ
は、家畜の放牧のために年間を通じてほぼ水平移
動していると言える。

5．遊牧と交易
　カルナクは 5,000 mを越えるヒマラヤ山脈と
4,000 m台の谷とからなる起伏のある地形である。
ここで家畜飼養するカルナクパの牧畜形態は、移
牧であろうか、遊牧であろうか。牧畜の特徴を分
析する上でも、類型分類は意義ある作業である。
　福井 3）（1987）は牧畜を、「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」とする。牧畜とは単なる家畜飼養を
指しているのではなく、生活様式、つまり暮らし
のたて方のひとつの類型を意味している 4）。牧畜
の下位分類として、移牧や遊牧などの類型区分が
ある。
　移牧は、ヨーロッパ 5,6,7）やアンデス 8）、チベッ
ト 9,10）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」を意味している 3,8)。遊牧遊農、もしくは、
遊牧定農に位置されよう。いずれの事例も、冬に
は戻っていく本村が存在し、その本村では農耕を
おこなっていることで共通している。白坂 11）も、
相異なる気候条件をもつ二つの地域間を世帯成員
の一部のみが移動し、本村には定住集落を持ち、
本村では農耕をおこなう生業を移牧としている。
　カルナクと同じラダーク管区にあるシャム地域
の移牧を、事例として検討してみよう 10）（図 4）。
標高 2,900 mのドムカル下村 Domkhar Doに固定
式住居の本村を置く T世帯では、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
連れて標高 4,100 m にあるクラムリック村
kurambikへと移動する。クラムリック村には、比
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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世帯ではドムカル中村
Domkhar Barmaにも耕作地を持っているために、
ドムカル中村でオオムギの作付けを 2月下旬にお
こなう。クラムリック村では、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
ク村周辺の草地で放牧させる。クラムリック村で
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
ムカル下村に向けて降り始める。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、ドムカル上村
Domkhar Gongmaに数日間滞在し、オオムギ刈跡
地で放牧させる。ドムカル中村では、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上村に滞在
するのである。ドムカル下村の屋敷には 8月上頃
に戻ってくる。ドムカル下村、ドムカル中村、ド
ムカル上村では、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。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。
つまり、ドムカル村での移牧の特徴は、家畜飼養
と農作物栽培の両方のために季節的に 1,200 mほ
ど上下移動し、農耕と牧畜とが互いに密接に関連
し合う牧畜・農耕複合システムが機能しており、

そして、冬には必ず戻っていく固定式住居の村が
あることである。
　一方、遊牧であるが、福井 3）や月原 12）は、遊牧
とは、農耕に携わらず、家畜飼養だけに生業を依
存する牧畜と定義する。モンゴル中央部のモンゴ
ル系遊牧民を事例に、遊牧を検討してみよう 13）。
図 5に、モンゴル系遊牧民 B世帯における宿営地
の年間移動パターン、宿営地周辺の衛星画像、宿
営地の植生、微地形、水源などの生態環境を示し
た。B世帯は、ヒツジ、ヤギ、ウシ、ウマ、ラク
ダの 5種類の家畜を飼養している。冬から春にか
けての宿営地は、盆地の底面（B1）の牧野に立地
している。-30℃にもなる寒冷期の冬と春の宿営
地では、1）窪地、2）防寒から家畜を守るための
固定式石木製家畜小屋ホローの存在、3）積雪が
あっても雪に埋もれない長草草本植物であるイネ
科の Achnatherum splendensの優占植生を兼ね備え
た自然草地が牧民により宿営地として選ばれてい
た。夏から秋にかけての宿営地は平坦な牧野（B2）
に立地している。気温の高くなる期間の夏と秋の
宿営地では、1）風通しの良い場所、2）付近に水
資源がある場所、3）夏から秋にかけてはユリ科
の Allium polyrrhizum、イネ科植物、スゲ科の
Carex duriusculaが優占する植生を兼ね備えた自然
草地が牧民により宿営地として選ばれていた。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、農耕活動のためには移動せず、草地

クラムリック村

ドムカル上村

ドムカル中村

ドムカル下村

高層草地

図 4．インド北部ジャンムー・カシミール州のラダーク管区シャム地域のドムカル村・

　　		クラムリック村における移牧システム．

2）オオムギ収穫時期と家畜の下方への移動時期1）オオムギ播種時期と家畜の上方への移動時期

クラムリック村

ドムカル上村

ドムカル中村

ドムカル下村

高層草地

下方のドムカル下村を本村とし、 ドムカル下村から上方のクラムリック村に移動する事例。

2 月下旬

3月上旬
7月中旬〜下旬

8月上旬
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播種 収穫

収穫跡地放牧・草地放牧
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農耕活動家畜飼養・移動 家畜飼養・移動

10)

図 4　インド北部ジャンムー・カシミール州のラダーク管区シャム地域のドムカル村・クラムリック
村における移牧システム 10）

下方のドムカル下村を本村とし、ドムカル下村から上方のクラムリック村に移動する事例。
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B2

図5．モンゴル系遊牧民B世帯の宿営地点と滞在期間、および、宿営地点における植生と微地形．
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図 5　モンゴル系遊牧民 B 世帯の宿営地点と滞在期間、および、宿営地点における植生と微地形 13）

注）衛星画像の色合成は、2000 年 8 月 10 日撮影の Landsat TM7、バンド 2、バンド 3、バンド 4 に赤、
緑、青を割り当て作成した。
ゲル：移動式テント、ホロー：固定式石木製家畜小屋
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に周年依存し家畜を飼養している。農耕活動には
一切携わることはなく、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。冬期には、人間用の固定式住居はないが、
家畜用の固定式家畜小屋のある場所に必ず戻って
行くと、特徴をまとめることができる。
　以上の、移牧と遊牧の定義と事例とを把握した
上で、カルナクパの牧畜を類型区分してみよう。
カルナクパの牧畜は、一年を通じて草資源を獲得
するために移動し、農耕活動には一切携わってい
なかった。移動は家族全員を伴い、気候条件が変
わるような大きな標高差を伴った移動もしていな
かった。秋期の宿営地の標高差はわずか約 300 m
であり、カルナクパが家畜の放牧のために一年を
通じてほぼ水平移動していた。これらの要因から、
カルナクパの牧畜を類型分類すると、正しく遊牧
となる。移牧ではない。カルナクパは、山間部の
生態環境を利用する遊牧民なのである。
　カルナクパは、標高 4,000 mという高地で、農
耕に一切携わらず、家畜飼養のみに依存して生業
を成り立たせている。それは、より低地の人びと
と農産物や生活必需品を交易しているからこそ、
高地で家畜だけに依存して生業が成り立っている
のである 10,12）。高地での牧畜を考える際、より低
地との広域交易の上に高地の生業が成り立ってい
ることを忘れてはならない。今回は、交易という
視点から牧畜を検討はしなかった。しかし、少な
くとも高地の牧畜を対象とする場合、交易の要因
をも含めて牧畜の生業を検討する必要があるた
め、高地における牧畜と広域交易との関係は今後
の課題としたい。

6．牧畜民カルナクパの終焉
　2011年現在、カルナクには 17世帯が遊牧をお
こなっている。D2氏によると、昨年の 2010年で
は、25世帯～ 26世帯が、10年前の 2000年には
40世帯、20年前の 1990年頃には 70世帯～ 80世
帯が遊牧をおこなっていたという（表 3）。近年、
急激に遊牧民世帯が減少してきていることが理解
される。カルナクから遊牧民が流出していく理由
を、D1氏に問うと、1）学校がない、2）病院が
ない、3）自然環境が厳しいとの返答であった。
　牧民とて、我が子に十分な教育を受けさせたいと
強く願っている。それは、シャム地域のドムカルム

村の移牧民の世帯においても同様であった 10,14）。教
育を受けていないと、我が子の将来の展望がなく
なるとさえ思い込んでいる。カルナクには学校が
ない。我が子に教育を受けさせるには、レーなど
の近郊の街に子供を送り出すか、家族全員で移り
住むしかない。子供への教育は、確かにカルナク
から出て行かせる要因の一つとなっている。
　2009年の冬、カルナクパ 2名が病気のために
死亡した。冬は雪で道路が閉ざされ、レーの病院
に行くこともできない。なんとか軍隊のヘリコプ
ターを出して貰ったが、間に合わず、命を落とし
たという。病院がないということは生死に関わる
ことである。病院がないために昨年 2名のカルナ
クパを失ったことが記憶に新しく、カルナクパは
病院不在を大変問題にしている。この事件を機に、
レーから薬剤師 2名が派遣され、カルナクパに帯
同してはいるが、病気に対して医療行為をとるわ
けではなく、単に薬を配給するのみに留まってい
る。
　カルナクでは、夏も風が強く、夏でも寒い。ま
して、冬はその寒さが大変厳しい。普通の年でも
ヒツジ・ヤギの仔畜は、冬の寒さにより半分程度
が死亡してしまう。大寒波の年には、ヒツジ・ヤ
ギの規模は 1/5にまで落ちてしまう。冬は積雪に
より道は閉ざされる。零下の世界となり、全てが
凍りつく。カルナクで生活していくには、自然環
境は大変に厳しい地域である。
　学校がない、病院がない、自然環境が厳しいと
いうことを主な要因として、カルナクから遊牧民
カルナクパがレーなどの街へ年々流出し続けてい
る。カルナクでの学校や病院の建設は全く予定さ
れておらず、自然環境を変えることとてできるは
ずもない。この状況を鑑みると、近い内にカルナ
クからは遊牧民はいなくなるものと容易に類推さ
れる。近代化の波と厳しい自然環境とがカルナク
における遊牧を終焉させようとしている。カルナ
クパを記憶に留めるのは、今しかない。

表 3　カルナクで遊牧をおこなうラダーク牧畜民カルナ
クパの世帯数
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注）
1） チベット難民。1950年代の中国によるチベッ
ト侵略によって、インド領になだれ込んで来
たチベットの避難者。

2） ラダークの人びとのことをラダキーと呼ぶ。
インド・イラン語族アーリア系とチベットの
混血が進んだ集団である。チベット語西部方
言ラダーク語を使用し、仏教徒である。本稿
で取り扱うラダーク牧畜民は、このラダキー
の人びとを対象としている。

3） ラダーク管区におけるブロクパとは、インド・
イラン語族アーリア系とチベットの混血が進
んだ集団を指している。ブロクパは、イラン
系ドクケ語を使用する仏教徒である。顔立ち
は彫りが深く、よりアーリアの血が濃い印象
を与える。ラダーク管区においては、大勢を
占めるラダキーにあって、ブロクパは少数派
のマイナーな集団である。

4） ヤル峠 Yar la。カルナクパの発音では、ザッ
ラと聞こえる。

5） ザブック Zhabuk。カルナクパの発音では、
ヤブックと聞こえる。

引用文献
1） 平田昌弘：インド北部ラダック地区の乳加工
体系．ヒマラヤ学誌 10: 73-85, 2009.

2） 平田昌弘：青蔵高原西部におけるチベット牧
畜民の乳加工体系．言語文化学会論集 22: 
159-176, 2004.

3） 福井勝義（福井勝義・谷泰編）：牧畜社会へ
のアプローチと課題（牧畜文化の原像―生態・
社会・歴史）．日本放送出版協会，東京，
1987: 3-60.

4） 梅棹忠夫：狩猟と遊牧の世界．講談社，東京，
1976.

5） 谷泰：牧夫フランチェスコの一日．平凡社，
東京，1996.

6） Jones M.: Integrating the Subsistence Economy. 
B.A.R, Oxford, England, 1983.

7） Arnold ER and Greenfield HJ: The Origins of 
Transhuman t  Pas to ra l i sm  in  Tempera t e 
Southeastern Europe. Hadrian Books Ltd, Oxford, 
England, 2006.

8） 稲村哲也：リャマとアルパカ—アンデスの先
住民社会と牧畜文化．花伝社，東京，1995.

9） 月原敏博：ブータン・ヒマラヤにおける生業
様式の垂直構造．ヒマラヤ学誌 3: 133-176, 
1992.

10） 平田昌弘：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―．ヒマラ
ヤ学誌 12: 40-59, 2011.

11） 白坂蕃：ルーマニア、トランシルヴァニア山
地におけるヒツジの移牧．立教大学観光学部
紀要 10: 7-38, 2008.

12） 月原敏博：移動牧畜の類型と遷移に関する考
察．人文研究 52: 47-71, 2000.

13） 平田昌弘，開發一郎，ダムディン・バトムン
フ，ほか：モンゴル国ドンドゴビ県における
宿営地の季節移動システム．沙漠研究 15(3): 
139-149, 2005.

14） 山口哲由：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―．ヒマラヤ学誌 11: 78-90, 2010.

15） 国立天文台編：理科年表．丸善，東京，1997.



ヒマラヤ学誌　No.13　2012

― 127 ―

Summary

Seasonal Movement System of a Tibetan Ladakh Pastoralist, 
Karnak-pa, in the Western Tibetan Plateau

― A case from Karnak, Changtang Area,
the Northern Slope of Western Himalaya, North India ―

Masahiro Hirata

Obihiro University of Veterinary Medicine and Agriculture

    The participant observation and interview on the nomad, “Karnak-pa”, were conducted in September of 2010 and 
August of 2011 in Karnak, Ladakh district, Jammu and Kashmir Province, north India to understand the seasonal 
movement of the pastoralist in the Himalayan highland and analyze the characteristics of its strategy.  The seasonal 
movement of Karnak-pa was largely classified into the 2 phases, summer and autumn grazing from late April to 
middle September/middle October, and winter and spring grazing from middle September/middle October to late 
April.  The target of seasonal movement for grazing during summer and autumn was to get better grass resources, 
and the time of its movement was influenced by the condition of grass resources.  Since grass resources in 
rangeland become scanty during winter and spring, Karnak-pa makes flocks and herds divided to utilize grass 
resources extensively.  The target of seasonal movement for grazing during winter and spring was also to get better 
grass resources, and also Karnak-pa selected the rangeland to collect more native plants for making supplementary 
feeds and the place to deposit its dry hey.  Houses made by stones, places with warmer temperature such us a lower 
place, places to escape against strong wind, places available of non-freezing water resources were also important 
factors for camping places of Karnak-pa during winter and spring.  The characteristics of seasonal movement of 
Karnak-pa is summarized as they move seasonally to ensure the resources of grass and water through the year, and 
all households of Karnak-pa move together always and help each other for grazing, and the camping places are 
selected to escape against severe coldness and also to collect and deposit supplementary feeds in winter.  The 
pastoralist, Karnak-pa, utilized in the Himalayan highland almost horizontally through the year, nver engaged in 
agricultural activities, moved together with all households in Karnak, and run their subsistence by depending only 
on livestock keeping.  From those points, the pastoral form of Karnak-pa is classified as nomadism in the higher 
place.  It is the broad trading that supports the existence of nomadism in the higher place.
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