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インド北西部ラージャスターン州を、インドの州別家畜

保有頭数における順位でみると、ウシ、スイギュウ、ヒツ

ジ、ヤギ、ラクダそれぞれが，5位，2位，3位，1位，1位

（Government of India 2012）といずれの家畜も上位を占め

ている。そんなラージャスターン州で2012年から家畜飼養

についての聞き取り調査をしており、よく耳にしたのが家

畜飼養頭数の減少である。特に、ラクダ牧畜民のラバー

リーへの聞き取りをしようと同州ウダイプル県で奔走して

いたときには、本当によくその回答を聞いた。実際、イン

ド全土のラクダ頭数は1992年の1,031,000頭から2012年の

400,000 頭 ま で 61.2% の 631,000 頭 減 少 し て い る

（Government of India, 2012）。ラージャスターン州につ

いても同様で、1992年の669,000頭から2012年の325,480頭

まで51.3%の343,520頭減少している（Government of India

2003 and 2012）。また、聞き取り調査によるとその理由は

森林資源の減少、跡継ぎ問題が主な理由だという。では、

今なお、ラクダ牧畜を生業としている人たちはどのように

して暮らしているのだろうか。ここでは、ウダイプル県サ

ラダ郡Dラバーリー注1)居住区 （Dhani）の事例を紹介する。

Dラバーリー居住区 はアラヴァリー山脈地域の山間に位

置し、4つの家族集団（ S、P、T、G ）から成る49世帯が

居住している（図1）。それぞれの家族集団の世帯数は7世

帯、20世帯、7世帯、15世帯である。2015年の時点でラク

ダ牧畜をおこなっていた世帯は49世帯のうち7世帯であった。

その他の42世帯は農業や賃金労働に従事していた。因みに、

Dラバーリー居住区で飼養されているラクダを除くその他の

家畜種はウシ、スイギュウのみで、ヒツジ、ヤギ、ニワト

リは飼養されていない。ここでは、雨季にトウモロコシ、

ゴマ、リョクトウ、クラスタービーン、モロコシが乾季は

チューブウエル を用いてコムギ、マスタードシード、オオ

ムギが栽培されていた。ラクダ牧畜をおこなう7世帯に飼養

されていたラクダ頭数は5から25頭であった（表1）。

彼らはラクダの販売、乳や毛の販売、農耕地へのキャン

プ設営への謝礼で生計を立てている。ラクダは性別や年齢

で価格が異なり仔ラクダで22,000から25,000 ルピー（Rs）

注2) 、性成熟した ラクダでメス35,000Rsから40,000Rs、オ

ス35,000Rs 50,000Rsである。この地域では、ラクダの乳

はガン、高血圧、糖尿病に効果があるといわれている。毛

はマットを作るために販売される。20頭のラクダからおよ

そ10から12kgの毛がとれ、ひとつのマットに約3kgの毛が

必用であるらしい（写真1）。毛の価格は300 Rs/kgである。

農耕地へのキャンプ設営への謝礼とは、ラクダ牧畜民と農
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ラクダ牧畜民の暮らし

世帯名 家族集団 総ラクダ頭数 オス メス

A S 20 4 16

B S 12 2 10

C S 10 3 7

D S 10 2 8

E T 25 5 20

F S 5 1 4

G P 25 6 19

表1 ラクダ牧畜をおこなう各世帯の所属家族集団とラクダ所有数

写真1 ラクダの毛で織られたマット

図1. インドとラージャスターン州と調査地の位置

ラージャスターン州

ウダイプル県

Dラーバリー居住区



耕民との間で交わされる契約への謝礼で、農耕民は生産性

を改善するための家畜糞尿の耕地への投入を目的として耕

地への家畜群の野営を牧畜民に依頼し、その際に発生する

謝礼を指す（写真2）。このような契約はここだけでなくイ

ンド全域、サブサハラアフリカでもみられる。ラクダの糞

は燃料として調理にも用いられる（写真3）。キャンプ設営

を依頼する農耕民の間では、ラクダ群の野営の効果として、

ラクダの糞尿は他の家畜（ウシ、ヤギ、ヒツジ）と比較し

て効果的である、ラクダの糞はシロアリが発生している耕

地で非常に効果がある、ラクダの寝返りや踏みしだきが耕

地の改善に効果的であるといわれていた（写真4）。このよ

うな契約は灌漑水を用いないと作物が栽培できない乾季

（10月から3月）と乾季の中でも特に気温が高くなるため作

物が栽培できない暑季（4月から6月）の間におこなわれる。

また、謝礼は耕地主との関係や家畜頭数によって異なる。

ここでは、1例 として牧夫1人、1日あたり1kgのコムギと耕

地内外の耕地主が所有する樹木の葉をラクダの飼料として

利用できる許可をあげておく。彼らは乾季と暑季は住区周

辺の耕地にキャンプを設営し日帰り放牧をおこない、雨季

（7月から9月）はアラヴァリー山脈で放牧をおこなう。乾

季の移動放牧は10数年前にやめてしまったらしい。

・

いと思う。

が、その前にラクダ放牧を語る上で重要な2014年の降雨

がどのようなものであったかについてウダイプルの日降水

量と積算降水量を簡単に記しておこう[1] （図2）。2014年は

乾季にも複数回雨が降ったが本格的な雨季の始まりは6月29

日、30日の2日間に降った105mmの降雨以降になる。その

後、大きなドライスペルもなく、9月14日まで断続的に降雨

があった。6月29日から9月14日までの雨季のみの積算降水

量は656mmで、年間積算降水量は768mmであった。1957

年から2012年までの雨季のみの平均積算降水量が554mm、

年間平均積算降水量が586mmである（Singh 2013）ことか

ら、比較的雨量に恵まれた雨季だったといえる。
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写真2 耕地内に設営されたキャンプとその 写真3 ラクダの糞を使って焼かれたバティ
周りに集まるラクダ

写真4 耕地内に落ちていたラクダの糞 写真5 ラクダに首輪GPSを装着しているところ
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図2 ウダイプルの日降水量と積算日降水量（2014）

では、いったい彼らはどこでどの

ようにラクダを放牧しているのだろ

うか、より詳細に知るためにラクダ

に首輪GPS（VECTRONIC Aerospace

社 GPS PLUS）を装着させ放牧の軌

跡をとることにした（写真5）。ここ

で扱うのは表1の世帯Aのラクダ群で

ある。2014年6月20日からの1年分注3)

のデータを取る予定であったが、ラ

クダ牧夫とのコミュニケーションが

うまく取れておらず牧夫が首輪GPS

をはずした2014年10月31日まで134

日間のデータをもとに話しを進めた



さて本題のラクダ放牧だが、134日間の放牧計測期間にお

けるキャンプ設営地の土地利用区分の内訳は耕地に2014年

6月20日から7月28日、8月14日から18日、8月28日から9月

13日、10月16日から31日の77日間、アラヴァリー山脈に7

月29日から8月13日、8月19日から27日、9月14日から10月

15日の57日間であった（図3）。各土地利用区分内での

キャンプ設営回数およびキャンプ滞在日数の平均±標準偏

差はそれぞれ28回、2.8±2.6日間、19回、3.0±3.2日間で

あった。このように、雨季の間でも作物を栽培していない

耕地内でキャンプ設営がおこなわれていることがわかった。

これは、ラクダがウシやヒツジが摂食する草本層よりも高

いところにある樹木の葉を摂食すること、またそのような

樹木は耕地内よりも耕地の外周や道路わきに多く存在する

ため、耕地が広るようなところであっても耕地へ侵入して

作物を食い荒らすなどの問題を起こさずに放牧できること、

また、乾季にのみ灌漑水を用いた農耕をする耕地があり、

その耕地主がキャンプ設営を依頼したことに由来している

と考えられる（写真6）。

全計測日の1日当たりの放牧距離は最大値13.0km、最小

値1.3km、平均±標準偏差は4.7±5.9kmであった（図4）。

時折見られるピークはキャンプ地の長距離の移動によるも

のである。次に、キャンプ設営地が耕地内であったかアラ

ヴァリー山脈内であったかで放牧距離が5.9kmと3.1kmと異

なり、有意な差がみられた（p<0.01） 。また、放牧場所も

アラヴァリー山脈内にキャンプを設営したときは山脈内で

放牧する傾向にあることがわかった（図5）。これらのこと

からアラヴァリー山脈でキャンプを設営し、放牧をおこな

うほうが農作物等に注意する必要がなく近距離内で放牧が

おこなえるため容易であることがうかがわれた。

を求めてラクダ牧夫が放牧しているかまでは明らかにする

ことが出来なかった。しかし、2013年度の乾季終盤に居住

地周辺の耕地内でキャンプを設営し、日帰り放牧を繰り返

していたことから、この地域の家畜扶養力はDラバーリー居

住区で飼養しているラクダ群を十分扶養できるだけの能力

があると考えられる。加えて、雨季は耕地で農耕がおこな

われるため、一見すると耕地内でのキャンプの設営が難
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写真6 放牧中のラクダ
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図3 ラバーリー居住区とキャンプを設営した位置

0

2

4

6

8

10

12

14

1
日

あ
た

り
の

放
牧

距
離

（
k
m

）

放牧距離 アラヴァリー山脈でのキャンプ日

図4 ラバーリー居住区とキャンプを設営した位置
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ここでは、2013年度の乾季終盤である6月下旬から2014

年度の乾季序盤の10月末までのデータしか扱うことが出来

なかったため、乾季を通じてどのように水資源と飼料を求

めてラクダ牧夫が放牧しているかまでは明らかにすること

が出来なかった。しかし、2013年度の乾季終盤に居住地周

辺の耕地内でキャンプを設営し、日帰り放牧を繰り返して

いたことから、この地域の家畜扶養力はDラバーリー居住区

で飼養しているラクダ群を十分扶養できるだけの能力があ

ると考えられる。加えて、雨季は耕地で農耕がおこなわれ

るため、一見すると耕地内でのキャンプの設営が難しいと

考えられがちであるが、ラクダが摂食する植生は耕地で耕

作されている作物層よりも高いところにある樹木の葉であ

るため、耕地への侵入および摂食による農耕民との衝突が

比較的生じにくい。そのため、ラクダ牧夫は放牧が容易な

アラヴァリー山脈でのキャンプよりもいくらかの謝礼がも

らえるプラスアルファが生じる耕地内でのキャンプが可能

であれば、耕地内でのキャンプ設営をおこなっているので

はないだろうか。このことは、家畜種間の摂食戦略が牧夫

の生計戦略に大きな影響を与えていることを示唆しており

非常に興味深い。
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注

1) ライカ（Raika）はラバーリーとも呼ばれ，マルワール地方に多

く住んでいる。彼らの伝統的な生業は牧畜でラクダあるいはヒツジ

を飼養していた（Lanania et.al. 1998）．

2) 2015年10月のルピーの円への交換レートは1Rs=1.92円であった。

3) 雨季が始まる7月から乾季が終わる翌年６月までの期間
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