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ラダーク地方におけるスモールビジネスの実状と展開
―ドムカル移住者による取り組み―

野瀬光弘

京都大学東南アジア研究所

ヒマラヤ学誌　No.17, 103-112, 2016

1．はじめに
　一般的に、経済のグローバル化は「資本や労働
力の国境を越えた移動が活発化するとともに、貿
易を通じた商品・サービスの取引や、海外への投
資が増大することによって世界における経済的な
結びつきが深まること」とされ 1）、その背景とし
ては貿易や資本の移動の自由化、近年のインター
ネット登場などがあげられる。世界各国で事業を
展開する多国籍企業は、バブル経済の崩壊やリー
マン・ショックなどの不安定要素を抱えながらも、
経済的なプラスの成長を実現すべく、経済発展の
余地が大きい途上国において次々と事業拠点を置
くようになっている。この潮流は、特にインドの
ような人口構成が全体的に若く、情報産業の都市
部における集積が起こっている国においては現実
味を帯びていると捉えられやすい 2）。
　しかしながら、国全体のマクロな傾向とは別に
現実の街の様子をみると、大規模なビルやショッ
ピングモールとともに、世界中どこでも多数の小
規模な商店を目にする機会が頻繁にある。国内で
は、1980年代にすでに小規模な企業をスモール・
ビジネスと呼び、ライフサイクルモデルを形成す
る要因として人的資源に着目した分析を行ってい
る 3）。同時期には、北海道の中小企業 6社を対象に、

規模拡大をするための条件とプロセスについてイ
ンタビューと公表資料をもとに解析し、特定の有
望な領域に焦点を当てて事業アイデアの形成と洗
練化を進めたことを明らかにした 4）。当時は、ま
だ国内では人口が増加傾向にあり、高度経済成長
期の水準までには至らないとしても中小規模の事
業体が大きく成長するシナリオを描き出すことに
現実味があったと推察される。
　インドでも小規模事業者を対象とした調査は行
われており、自動車部品業者の事例によると成長
要因の分析に基づいたクラスターごとに技術の源
泉、初期投資の規模、最初に導入した機械のタイ
プに特徴があり、大規模事業体とは異なることが
示された 5）。また、小規模事業体のセンサスデー
タを用いた研究では、成長率に関わる変数をピッ
クアップし、外れ値の影響を受けにくいロバスト
回帰によって事業体の継続年数や阻害要因に関与
する要素を定量的に把握した 6）。しかし、どちら
もマクロな観点からの研究で、柴田（2015）のよ
うな女性によるスモールビジネスといった個別の
事業体に焦点を当てた分析 7）はまだ進められてい
ない。

　世界各地経済のグローバル化が進行する一方、街には小規模な商店が今も存立している。効率や利
潤の向上を追求すれば規模拡大は不可避であるが、事業主体の中にはその方向性を望んでいない場合
もある。本報告では、ラダーク地方のレーにおいてドムカル出身者が起業した小規模事業体 11社に
焦点を当て、背景にある村落住民の推移とともに現状と将来展望を描き出すこととした。2010年と
2015年の住民リストを比較したところ、人口減少は下村、高齢化は中村が最も進行度合いが著しかっ
た。2015年にドムカル在村者は半数を割り込み、特に中村では平均年齢が約 51歳と上村を 10歳上
回る水準になっていた。ビジネスの従事者の大部分はドライバーや旅行ガイドなど従属的な立場で
あったが、自らの意思で起業したリーダー的な人材も認めた。彼らは集落ごとの組織などを通じて交
流を維持し、将来的な帰村意識が高いことが明らかになった。
キーワード：起業家，リーダー，ソーシャルキャピタル，地域コミュニティ，Uターン
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2．課題と方法
　ラダークのような辺境地では、中心都市のレー
と周辺村落を結ぶ道路の整備が進むにつれて次第
に経済的な結びつきが強くなり、今となっては域
内の住民生活にとって不可欠な存在になってい
る。これまでのところ、レー周辺の 3か所のコミュ
ニティにおける住民の移住に至る経緯や年齢階層
別人口が調べられ 8）、労働者に占める農業就業者
の比率や他産業の所得との比較を通じた農業労働
人口不足問題が論じられているものの 9）、どちら
もマクロな観点からの分析に留まっている。人口
の流動性が高まった背景にはラダークの観光地化
があげられ、特に若年層が夏の間にトレッキング
客向けのガイドやポーターなどとしてレーに集
まってきている 10）。大局的にみると高収入を求め
て農山村部から都市部への移住が起こっている
が、一方向の流れだけですべてを説明できるわけ
ではない。住民と同じ目線に立つと、個人の相違
を見分けやすくなり、狭い範囲内で起こっている
ことも把握できる。ライフヒストリーの描写で記
したように、調査対象の底流にある普遍性を求め
るのみならず、個々の独自性に着目し、特質を探
求する姿勢も求められる 11）。
　2007年から始まった高所プロジェクトによる
ラダークでの様々な調査は、これまで対象をドム
カルの在村者だけではなくレー在住者にも拡大し
ているが、後者については移住者の出身村落にま
で注意を払っていない。同じ村落住民でも諸環境
の異なる地域における住民間の比較は重要である
が、多数者の傾向を示すことはできても、少数者
は例外的な扱いになって言及されない場合がみら
れる。また、ドムカル上村に関しては、村内外・
男女別の人口構成、村外居住者の就労状況が示さ
れ、男性は軍勤務やドライバー、女性は公務員が
多いことを明らかにしている 12）。このデータは、
村落の全世帯を対象に世帯員の名称、年齢、居住
地、職業などの聞き取りの結果に基いており、
2009年当時の実態をある程度は反映している。
2014年と 2015年に行った現地調査に合わせて各
集落のリストを持参し、ガイド役を担った村落出
身の住民に内容を確認したところ、婚姻による他
出者、物故者、出生者などが複数いたほか、職業
と居住地についても詳細を収集することができ
た。年齢、性別、名前といった基本情報を含めて

全世帯の見直しを依頼し、当人がわからない場合
は電話で情報を持っている住民に尋ねたり、SNS

（ソーシャル・ネットワーク・サービス）を用い
て追加的に情報を受け取るなど、なるべく正確さ
を求めるよう努めた。このうち年齢については各
年末時点としたが、干支と矛盾が生じることが
あったため、住民が日常的に用いている干支の
データを採用した。居住地は、ふだん滞在してい
る場所を示しており、滞在期間を定めることはし
なかった。その結果、2015年時点での住民リス
トを作成することができ、5年前の 2010年と比
較可能になった。なお、依然として親子の年齢差
が非常に小さい世帯があり、家族を形成している
他出者の事例を追跡し切れていないことなどか
ら、全住民の正確な情報が判明したわけではない。
また、2010年時点の住民リストは筆者が 2009年
から 2012年にかけて実施した調査の過程で得た
情報を加味しており、2009年時点でカウンター
パートに依頼して作成したオリジナルとは異なる
ことに注意を要する。
　本報告では、2015年 9月に中心都市のレーに
おいて行った小規模な事業者 11人を対象とした
聞き取りに加えて、2010年と 2015年の 2時点に
おける出身のドムカル村における人口、世帯数、
年齢、居住地、職業といった社会的な実態を描き
出すことで、その特徴を浮き彫りにするとともに
将来の展望を見出すことを目的とする。聞き取り
の対象とした 11人は、出身集落が上村 6人、中
村 2人、下村 3人となっており、それぞれ起業や
事業内容選定に至る経緯、事業の特徴、同業者や
村落出身者とのコミュニティとの関わりなどにつ
いて尋ねた。起業した人物はいずれも男性である
が、うち 1人は聞き取りの途中に外出してしまっ
たため、配偶者の夫人から間接的に話を聞くこと
となった。

3．ドムカル村の社会的特質
　村全体の人口は、山地自治会初評議会の資料に
よって 2001年時点では 1,499人（男性：787人，
女性 712人）とされているが 12)、住民リスト上
では 2010年に 1,311人（男性 700人，女性 611人）、
2015年に 1,279人（男性 690人，女性 589人）と
少しずつ減ってきている。集落別にみると、上村
はほとんど変化がないのに対して、中村は 251人
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から 242人、下村は 518人から 497人と、中心都
市との距離が近いほど減少率が高く、1960年代
に起こった国内の事例 13）のように同じ村内でも
利便性の高い下流部ほど人口流出しやすいという
共通の特徴がある。必ずしも本期間内とは限らな
いが、婚姻による他出者は計 66人（上村：33人，
中村：10人，下村：23人；以下では 3つの数値
を列挙した場合に同様の順序とする）、物故者は
計 42人（14人，12人，16人）であり、中村の
み物故者が他出者を上回っている。図 1の男女・
年齢階層別の人口をみると、2010年、2015年と
も 20歳代が男女とも最も多いが、2番目はそれ
ぞれ 10歳代、30歳代で異なっており、実際に平
均年齢は 33.4歳から 36.3歳へとわずかに上昇し
ている。集落ごとにみると両年とも上村と下村に
比べて中村がやや高く、集落間の有意差は認めら
れないものの、2015年に中村は38.5歳まで上がり、
高齢化の進行度合いが最も大きかった。
　村落住民の就学・就業状況は図 2のように 7区
分とした。このうち、軍関係は軍人以外に非常勤
で職員として働いている人も含めており、公務員
には教員とメディカルセンターの職員を合算して
いる。また、「その他」の区分は年金生活者、専
業主婦、乳児など様々で、2010年時点では軍を
退役した後の職業従事状況が書かれていない場合
が散見され、2015年に比べて計上が多くなった。
図 2をみると、2010、2015年とも学生が最も多く、
農牧畜が続いている。女性に着目すると、2010
年の農牧畜が学生をわずかに上回っていた状況が
5年で逆転した。女性も大学まで進学する場合が
増えたほか、看護系のトレーニングを受けている
人が出てきたことが背景にあげられる。就業内容
を詳細に聞き取ったこともあり、2015年の段階
で男性は「ビジネス」の区分が 3番目の 17.4％で、
軍関係の 12.8％より比率が大きかった。同区分で
は、確かにドライバー、旅行ガイド、店舗の従業
員といった立場の人が大半を占めるが、商店の所
有者・管理者、起業家が 2015年で少なくとも 24
人（7人，5人，12人）が認められ、「ビジネス」
の約 2割に相当していた。ただし、軍関連と同様
に「ビジネス」も女性の比率が圧倒的に少ないこ
ともあり、男女間には両年とも就学・就業内容の
有意な差があった。
　山口（2010）が指摘したように、2009年の時

点ですでに上村では約半数が村外に居住（居住期
間 6か月以下と定義）していたとされるが 14）、住
民リストでは同集落で男性 53.3％、女性 72.8％は
在村者に区分された。中村、下村の順に在村者の
比率は小さくなり、両集落とも男性は半分以下に
とどまったが、図 3に示したように村全体では過
半数を維持していた。しかし、2015年になると、
上村は男女計で 53.3％が村内居住なのに対して、
中村、下村とも 43％台にまで下がり、特に両集
落の男性に限るとそれぞれ 35.1％、33.2％にまで
低下した。レー在住者は、村落全体では 27.1％で
あるが、男性は中村で在村者とほぼ同水準、下村
では在村者を上回る水準になった。したがって、
下村は人口減少と空洞化が他の 2集落よりも進行
していることが伺えた。単身世帯は上村 2戸、中
村 1戸に対して下村は 7戸で、他の世帯と合併し
ている可能性があるとはいっても際立って多い。
なお、在村者の平均年齢は村全体で 44.8歳と非
常に高く、特に中村では 50.8歳にのぼり、顕著
な高齢化をデータの上から読み取ることができ
る。また、教育目的で村外の世帯の一部が移住す
るのみならず、世帯員全員が転出したケースが上
村と下村で少なくとも 1戸ずつ認められ、旧来と
は異なる「挙家離村」が生じる段階に至ってきた
ことが判明した。

4．レーにおけるスモールビジネスの展開
　先述のように、2015年時点において村落住民
の約 10％は何らかのビジネスに関わっており、
ドライバーや被雇用者の場合が多いものの、少し
ずつ起業する人が出てきている。以下では、表 1
をもとに聞き取りを行った 11人を中心に起業に
至る経緯、特徴、出身集落との関係を書き進める。
　表には年齢順に聞き取り対象者の出身集落、当
主との続柄、事業を開始した年次、最終学歴、取
り扱っているアイテムに基づいた業態、帰村意志
を列挙した。表をみると、50歳代以上と 30歳代
以下とで大きく分けられ、38歳と 47歳の 2人が
中間的な特徴を示している。すなわち、50歳代
以上の人の学歴は初等あるいは中等にとどまり、
軍人あるいは軍事基地での勤務を終えて、次なる
展開として起業を選択している。30歳代以下の
人は、大学あるいは専門学校で十分に教育を受け、
いったん旅行ガイドなどとして働いた後、自らの
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図 1　ドムカル村の男女・年齢階層別人口の推移（2010・2015 年）
資料：住民への聞き取り調査。
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図－1 ドムカル村の男女・年齢階層別人口の推移（2010・2015 年） 

資料：住民への聞き取り調査。 
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図 2　ドムカル村の男女・職種別人口の推移（2010・2015 年）
資料：住民への聞き取り調査。
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図－2 ドムカル村の男女・職種別人口の推移（2010・2015 年） 

資料：住民への聞き取り調査。 
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表 1　レーにおけるスモールビジネスの概略表－1 レーにおけるスモールビジネスの概略 

年齢 集落 当主との続柄 開始年 学歴 業態 帰村意志 

62 上 弟 1992 中等学校 伝統服販売 あり 

60 上 弟 1995 初等学校 軍服・靴販売 なし 

52 上 次男 2002 前期中等教育 伝統服販売 あり 

51 上 長男 2003 初等学校 アンズ販売 あり 

47 下 次男 1996 大学 旅行代理店 なし 

38 中 長男夫人 1996 中等学校 雑貨店 あり 

35 下 長男 2011 大学 電化製品販売 あり 

33 上 長男 2013 専門学校 木製品販売 あり 

31 下 長男 2010 大学 建築資材販売 あり 

30 中 三男 2014 大学 パーティグッ

ズレンタル 

あり 

25 上 長男 2014 大学 レストラン あり 

注：年齢は 2015 年末時点、集落はそれぞれ上村、中村、下村を示す。 

資料：住民への聞き取り調査（2015 年 9 月実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3　ドムカル村落住民の居住地の推移（2010・2015年）
注：ラダークはレーを除いたラダーク地方、インド内はレーを含めたラダーク地方を除いた国内のことを示す。
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図－3 ドムカル村落住民の居住地の推移（2010・2015 年） 

注：ラダークはレーを除いたラダーク地方、インド内はレーを含めたラダーク地方を除い
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図－3 ドムカル村落住民の居住地の推移（2010・2015 年） 

注：ラダークはレーを除いたラダーク地方、インド内はレーを含めたラダーク地方を除い
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意思や親戚の勧めで起業に至っている。事業を開
始した時期は 1990年代から 2010年以降の最近ま
で幅広いが、主として夏場に需要が集中して安定
的なイメージが少ない旅行代理店が約 20年間に
わたって事業を継続している。2005年までは親
会社の傘下に置かれていたが、2006年以降は独
自にオフィスを設置、経営しており、顧客をデリー
まで送迎するサービスを実施するなど工夫したお
かげで事業を維持してきたと推察される。当人の
配偶者（夫人）は 2010年からレストラン経営と
パンの販売を年に 4 ～ 5か月行っており、把握し
た範囲内ではドムカル関連の女性で唯一の起業事
例である。また、2010年に合板販売から始めた
人は少しずつ建築資材のアイテム数を増やし、
2015年時点ではレーの中に 3店舗を経営するま
で至っている。
　アンズ販売の 1人を除くと、他 10人はすべて
店舗を少なくとも 1軒は構えており、親戚、知り
合い、友人といった何らかの結びつきのある人物
を介して借りるか、知己のあるチベット仏教の寺
院保有のテナントを借りている。これは、レーに
は不動産仲介業が今のところ存在しておらず、人
的ネットワークによる探索が一般的なことが背景
にあげられる。アンズ販売は、メインバザールと
呼ばれる中心街の南側にある通り沿いで行ってお
り、他にもドムカル出身者 5 ～ 6人が近接すると
ころで類似の業務をしていた。以前は別の場所で
路上販売していたが、自治山地開発評議会

（Autonomous Hill Counsil）の指示で現在のところ
へ移動させられた上に、賃借料が高くなったとい
う。なお、アンズの仕入れはドムカル・下村に加
えて、ダ、ハヌといった区域にも広げ、品質の良
さを基準に選んでいる。他にも、木材品販売業者
は加工を手がけているが、机の原木はシュリーナ
ガルやマナリーの市場、小物製材の原木はダ、ハ
ヌといったように品質本位で対応している。レス
トランの食材は、近接する市場で購入しており、
産地やメニューへのこだわりは認められなかっ
た。また、他の商品を扱っている業者はいずれも
デリーやパンジャーブ州に直接足を運び、卸売業
者と価格交渉をして選んだら、マナリールートに
てトラック輸送する手法を採用している。業者の
選定にあたっては、同業者や知り合いに紹介して
もらう人もいたが、中には直接足を運んで新たに

開拓する人もいて、進取の気性が感じられた。
　取り扱っている商品に違いはあっても、同じド
ムカル出身ということで、何らかの業者間のネッ
トワークの有無を尋ねたところ、上村、中村、下
村とも起業した人も含めてレー在住者の組織とし
てそれぞれ Yargyas Tsogspa（1997あるいは 1998
年設立）、Langsron Lamsron Tsogspa（2003年設立）、
Zunu Tsogspa（1998年設立）が存在する。他にも
村全体を包含する UDS（United Domkhar Society）
があり、どれも州政府の認証を受けた公式の団体
である。共通の特徴は 40歳代以下の若年層向け
の組織ということで、50歳代以上の人は加入し
ていない。年に数回から十数回レーの内部、ある
いは各集落のコミュニティセンターに複数のメン
バーが集まり、地域開発、子どもの教育、医療サー
ビスなど、多岐にわたる課題を話し合う。他にも、
オオムギの植え付けや収穫の日程、著名な僧侶の
来訪、結婚式の案内などが連絡網に流れてくると
いう。上記の組織に加盟していない 50歳代以上
の人も含めて、年に数回はドムカルへ帰っている
こともあってか、11人中 9人は将来的な Uター
ン希望者であった。帰村意識を有していない人は、
当該世帯に後継者がすでにいたり、子息の世代が
生まれてからずっとレー在住で村への帰属感覚が
相対的に小さいことが背景として考えられる。し
かしながら、帰村の時期や村での明確な将来ビ
ジョンを描いている人はおらず、農牧畜に従事す
る可能性が高いと回答する人が大半を占めてい
た。なお、配偶者（夫）の代わりに聞き取りを行っ
た夫人は常勤の看護師としてレーで勤務してお
り、村に戻った場合は資格を活かせる職場がない
ため、もし従事するなら医師が常駐する病院があ
るカルツェなどへ通う必要がある。

5．まとめと今後の展望
　本報告では、ドムカルの村落住民リストに記載
された情報の解析とレーで実施したスモールビジ
ネスを展開している住民から聞き取った情報をも
とにその特徴と展望を述べた。その内容は以下の
3点にまとめることができる。
　第一に、村落全体で人口減少と高齢化がゆるや
かに進行しており、集落別にみると前者は下村、
後者は中村が顕著であった。就学・業別の人口を
男女別にみると、2010年の女性を除くと農牧畜
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を学生が上回っていた。しかし、在村者の比率は
2010年よりも 2015年のほうが小さく、中村と下
村では 43％台、男性はそれぞれ 30％台半ばにま
で下がっており、空洞化が進行してきていること
が確認できた。集落別にみると、中村は確かに在
村者の比率は低下し、高齢化の進行度合いは大き
いが、集落内に農地保有が限定され、坂道のアッ
プダウンが少ないといった農牧畜を長く続ける立
地条件にあるとも解釈できる。
　第二に、2015年の男性は「ビジネス」が「軍
関係」の比率を上回るなど、ドライバーや店舗の
従業員といったように被雇用者という立場は多く
ても一定の位置を占めるまでになっている。約
20％に過ぎないとはいえ、商店の所有者・管理者、
起業家が登場してきており、50歳代以上では軍
関連の仕事を終えて、30歳代以下では大学を卒
業してからそれぞれ進路を迫られ、どちらも自主
的に進路を選択した場合のほうが多かった。仕入
先を自ら開拓したり、店舗数を増やす事例がある
など、村落内で精力的に活動を展開してきたリー
ダー的な人材の一部が担い手になっていると推察
される。
　第三に、今回聞き取った人の大半は帰村意識が
強く、村に戻ってからの仕事に関するイメージは
持っていないものの、空洞化が進行しつつある状
況下では心強い存在である。地縁組織が一種の

「ソーシャルキャピタル」の役割を果たし、その
紐帯の強さがドムカルへの愛着につながっている
と考えられ、村で生まれ育った人の中に Uター
ン者をある程度見込むことができる。しかし、展
開中のビジネスはドムカルの物資を利用している
わけではなく、帰村してから後のビジョンを描け
る人はまだいない。村に元から賦存する資源をど
のように活かすかという視点は住民の間でまだ共
有されていないが、外部者との交流を通じて獲得
する可能性があり、ライフヒストリーも含めたガ
イドブック作成の取り組み 11）が評価を受ける時
期が来ると期待される。国内では、村や町の特質
を活かしたブランド化 15）や集落単位でビジネス
を行っている地域 16）があることから、こういっ
た活動を国外にも発信することが重要である。

謝辞
　本稿は，2012年度まで進めた総合地球環境学
研究所プロジェクト「人の生老病死と高所環境－
高地文明における医学生理・生態・文化的適応」（代
表・奥宮清人）の CR事業の一環で実施した現地
での調査結果に基づいて執筆した。聞き取りにあ
たっては、旅行代理店を経営している Tashi 
Stobgyas氏にはたいへんお世話になった。また、
住民リストの改訂にあたってはドムカル村出身の
Jigmet Dadul、Thinlas Norbooの両氏には忙しい中
で住民の方々に電話で尋ねるなどしてくれたおか
げで情報が得られ，スモールビジネスについての
聞き取りに協力して下さった方々とともに厚く御
礼申し上げます。

文献
1） 内閣府（2004）平成 16年度年次経済財政報
告（経済財政政策担当大臣報告）－改革なく
して成長なし IV －．336p．

2） 鍬塚賢太郎（2005）サービス輸出を指向する
インド IT 産業の成長と大都市立地．（岡橋秀
典・日野正輝・友澤和夫・石原潤編『二つの
大国の変貌－グローバリゼーションの下のイ
ンドと中国－』所収．広島大学総合地誌研究
資料センター，23-36.

3） 箱木禮子（1986）スモール・ビジネスのライ
フ・サイクル（1）：ライフ・サイクルと経済
合理性．商學論集 54(4): 121-142.

4） 金井一頼（1985）中小企業の革新適応．彦根
論叢 233: 19-44.

5） Reshmi, M. and Venugopal, P. 1999. Analysis of 
growth stages in small firms: A case study of 
automobile ancillaries in India. Journal of Small 
Business Management 37(3): 62-75.

6） Alex, C. and Pawan, T. J. 2012. Firm growth and 
barriers to growth among small firms in India. 
Small Business Economics 39 (2): 383-400.

7） 柴田彩子（2015）そば処武蔵屋という山村女
性のスモールビジネスを可能にした要因．弘
前大学大学院地域社会研究科年報 11: 67-78.

8） Goodall, S.K. 2004. Rural-to-urban Migration and 
Urbanization in Leh, Ladakh: A Case Study of 
Three Nomadic Pastoral Communities. Mountain 
Research and Development 24(3): 220-227.



ヒマラヤ学誌　No.17　2016

― 111 ―

9） Baba, S.H., Wani, M.H., Shaheen, F.A., Bilal 
Zargar, A. and Kubrevi, S.S. 2011. Scarcity of 
Agricultural Labour in Cold-Arid Ladakh: Extent, 
Implications, Backward Bending and Coping 
Mechanism. Agricultural Economics Research 
Review 24: 391-400.

10） 山田孝子（2009）ラダック－西チベットにお
ける病いと治療の民族誌－．京都大学学術出
版会，421p.

11） 野瀬光弘（2015）地域振興に関するライフヒ
ストリー聞き取りの試み－インド・ラダーク
地方の一村落における事例－．ヒマラヤ学誌 
16: 153-160.

12） 池田菜穂（2010）現代のインド、ラダーク地
方における牧畜業の経営状況－下ラダーク、
ドムカル村における事例調査報告－．ヒマラ
ヤ学誌 11: 91-105.

13） 島方洸一（1972）山梨県道志村における過疎
化の実態－とくに消費水準上昇との関連にお
いて－．日本大学文理学部自然科学研究所研
究紀要 7: 39-56.

14） 山口哲由（2010）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.

15） 関満博・足利亮太郎編（2007）「村」が地域
ブランドになる時代－個性を生かした 10か
村の取り組みから－．新評論，240p.

16） 関満博・松永桂子（2010）「村」の集落ビジ
ネス－中山間地域の「自立」と「産業化」－．
新評論，213p.



ラダーク地方におけるスモールビジネス（野瀬光弘）

― 112 ―

Summary

Current Situation and Prospect of Small Scale Business in Ladakh
― The Trial of Domkhar Immigrants ―

Mitsuhiro Nose

Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University

    In globalization of the world economy, small scale businesses still exist in towns all over the world. 

It may be unavoidable trend to seek expansion of business scale to maximize profit efficiency but some 

of business operators are not willing to go in this direction. In this report, we focused on 11 persons who 

moved out from Domkhar, a rural village, and operated the small scale business in Leh, a central town of 

Ladakh region. This report tried to reveal the transitions, current situations, and future prospects of the 

villagers. In comparison of the demographic pyramids in Domkhar between 2010 and 2015, remarkable 

depopulation and aging were observed at Gongma area and Do area in Domkhar, respectively. More 

than half of persons who were registered as residents of Domkhar actually lived outside of Domkhar. 

In particular, the mean age of the residents of Barma area exceeded 51 years, which was about 10 years 

higher than that of Gongma. Most of the dwellers in Leh were working as drivers or travel guides but some 

started their own business. Such entrepreneurs had the role as leaders and maintained organizations which 

exchange the various information in the hamlets. Most of them had strong intentions to return to Domkhar 

in the future.

Keywords: Entrepreneurship, Leader, Social capital, Local community, U-turn




