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の所有権まで明確にしている。B 集落の J 家は⽜
糞の収⼊は年間収⼊の 10 分の 1 にもなる。C 集
落では⽜糞を燃料にするほかに、建築資材とし
ても利⽤している。厳しい気候に暮らすチベッ
ト族にとって、⽜糞は廃棄物ではなく、暮らし
のための重要な資源として利⽤されている。こ
れまでヤク飼育の⽬的については搾乳と⾁⾷に
ついてが注⽬されてきたが、糞の利⽤もまた⼤
きな⽬的と考えられる。

参考⽂献
⼩茄⼦川歩（2015）「インド、ハリヤーナー州

における⽜糞燃料の多⾓的利⽤⽅法につい
て」『沙漠研究』 25-2,59-63

包海岩（2015）「畜フン名称体系ー内モンゴル
⾃治区シリンゴル盟を中⼼に」『沙漠研究』
25-2，33-41

⼩磯学（2015）「ヒンドゥー教における⽜の神
聖視と糞の利⽤」『沙漠研究』25-2.43-51

遠藤仁（2015）「インド北⻄部における家畜糞
利⽤の現状と課題」『沙漠研究』25-2，53-
58

⾵⼾真理（2017）「モンゴルの牧畜は⽣業的か
ー家畜糞の多⾓的利⽤よりー」『⽂化⼈類
学』82-1，50-72

張存徳 (1995)「⻘蔵⾼原のヤク飼養⽂化」『⽐
較⺠俗研究』11-3，129-164

1フェルト製品の⽣産技術については別稿を参照されたい［Kazato 2012；⾵⼾ 2015a］。

観光みやげものの地域性と脱地域性 

―モンゴル国のフェルト製品の事例より 

風戸 真理

北星学園大学・短期大学部 

１．観光とみやげもの
観光は歴的に、グローバルな権⼒不均衡の維

持、拡張、それに対する開発の⼀翼を担うもの
として発展し［シャパー 2017:166］、その影
響で世界各地のローカルな⽂化が変容してきた。
たとえばスペインのバスク地⽅では、儀礼が観
光客向けのショーに転換され、「地⽅⾊」とし
て商品化された結果、地域コミュニティに分断
が⽣じてきた［グリーンウッド 2018：216-
228］。では、精神⽂化ではなく「⺠族的な物質
⽂化」（以下、⺠具とよぶ）の観光商品化と地
域はどのような関係にあるのだろうか。⾃然に
頼る⽣業活動を継続している社会からは、⽂化
内で消費するための⺠具が商品化されたり［⾵
⼾ 2016a］、観光とは関係のない⼯業製品が取
り⼊れられている事例［⼩⾕ 2013：9-10；堀
⽥ 2018：102-118］が報告されている。ローカ
ルな物質⽂化には在来と外来のものが混ざりあ
っているのである。

本研究では、観光の⽂脈での物質⽂化の地域
性のあり⽅を問うために、モンゴル国（以下、
モンゴルとよぶ）におけるフェルト製のみやげ
ものと⺠具との関係を検討する。調査は、⾸都
ウランバートル市にて、フェルト製のみやげも
のの種類と販売⽅法1について、2013 年 8 ⽉にみ
やげもの専⾨店での聞き取りを、2017 年 4 ⽉に
多様な形態の店舗での直接観察をおこなった。

モンゴルの政治経済体制は 1990 年代初頭より、
社会主義から⺠主主義・市場経済へと移⾏して
きた。それにともない旧⻄側諸国からの外国⼈
訪問者（以下、観光客とよぶ）が増加し、その
数は 2018 年には約 60 万⼈とモンゴル国の総⼈
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⼝の 18％にも達している［National Statistics
Office of Mongolia］。みやげものは「⼟地の⽂
化資源である歴史、地理、特産品などを題材に
して、地域を表象する」と同時に「旅⾏体験の
意味を明⽰し、記念する」ものと定義でき［橋
本 2011：79］、観光に関わる物質⽂化の中で
もっとも重要なものの⼀つといえるだろう。な
お、ここでいう「地域」のイメージは観光産業
の提供するメディア情報によって作られている
［松井 2012：262］。

実際に、外国⼈向けのモンゴル・ガイドブッ
クである『ロンリー・プラネット モンゴリア』
（2011 年、英語版）と『地球の歩き⽅ D14 モン
ゴル』（2017〜2018 年、⽇本語版）では、フェ
ルト製品が絵画やチンギスハーン・グッズなど
と並んでみやげものとして推奨されている。と
りわけフェルト製品は、両書に記載され、品名
の記載頻度がもっとも⾼いことから、みやげも
のの中で重要なカテゴリーであるといえるだろ
う。

２．モンゴルのフェルト製品
モンゴルのフェルト製品は３つに分けられる。

すなわち、昔から牧⺠が⽣産し、使⽤してきた
「壁フェルト（写真 1）」〔移動式住居であるゲ
ルの壁や天井として使われる巨⼤なフェルト〕
と、「伝統雑貨」〔冬⽤作業ブーツ、荷駄⽤家
畜の案褥など〕、そして近年増加している観光
みやげものとしての「フェルト⼩物（写真２）」
である［⾵⼾ 2015a］。

３つのカテゴリーの中でもっとも⽣活への必
需性が⾼く、かつ⽣産量が多いのは壁フェルト
である［⾵⼾ 2016a：16-19］。というのも、
2010 年現在、モンゴルの全世帯の約 45％にあた
る 32 万世帯がゲルを住居とし［NSOM 2019］、
消耗品である壁フェルトは5〜25年ごとに交換さ
れているからである［⾵⼾ 2015b：118-120］。
壁フェルトの⽣産体制には、牧⺠の⼈⼒にラク
ダやウマなどの畜⼒を加えておこなう「牧⺠の

フェルト⽣産」［Kazato 2011］と、⼯場で労
働者が動⼒機械を使っておこなう「⼯業部⾨の
フェルト⽣産」の⼆つがある。1920 年代以来、
両者の⽣産量は国家の政治経済の変化に伴い交
替してきた。100 年間の⽣産概況は、20 世紀初
頭までは牧⺠の⼿作りが主で、1924 年以降の社
会主義期に⼯業化が進んだが、1990 年からの体
制転換に伴う経済不振により⼀時的に牧⺠によ
る⾃給が増加して、2010 年以降、ふたたび⼯業
部⾨が⽣産の半分以上を占めるようになった
［⾵⼾ 2016a］。

⼯業部⾨で⽣産されるフェルトのサイズや品
質はモンゴル国家規格で定められている。2008
年制定の最新スタンダード（MNS0296：2008）
によると、壁フェルトのサイズは約 1.8 メートル
×5.2 メートル×12 ミリメートルである。このよ
うに壁フェルトは実⽤品として⽣業と⼯業の⼆
領域で⽣産され、これらは併⽤されたり使いわ
けられたりしながら、モンゴルの遊動⽣活を⽀
えてきた［⾵⼾ 2015a］。

他⽅で、みやげものとしてのフェルト⼩物の
⽣産は、1990 年代以降に、開発⽀援を⽬的と
する⻄欧の国際協⼒機関によって始められた。
諸機関は⼥性を社会的弱者とみなし、タペスト
リーやぬいぐるみなどの鑑賞⽤品とファッショ
ン⼩物に特化したフェルト製作ワークショップ
を職能訓練として全国各地で開催した。この⽣
産物の販路としてモンゴル国内に観光客をター
ゲットにする市場が形成されてきた。調査時点
でのフェルト⼩物のバラエティーには、鑑賞⽤

壁 

屋根 

5.2m 

写真１ 壁フェルト

1.8m 
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品（タペストリーやぬいぐるみ）、雑貨（バッ
グやポーチ）、服飾雑貨（室内履きや帽⼦）、
台所⽤品（コースターや鍋敷き）、宗教⽤品
（クリスマス⽤品）、キーホルダーなどがある。 

 
 
３．フェルト⼩物と壁フェルトの⽐較 

本節ではフェルト⼩物と壁フェルトがモンゴ
ル社会および⻄欧社会とどのような関係にある
のかを、⽣産体制・流通⽅法・販売場所・販売
促進⽅法の４側⾯から⽐較する。 

まず⽣産体制については、壁フェルトは牧⺠
の⼿作りでも⼯場⽣産でも共同作業で作られる
のに対して、フェルト⼩物は⾃宅などでの個⼈
作業が中⼼である。この違いは、壁フェルトが
巨⼤で⼩物は⼩さいという製品サイズにある程
度規定されたものといえるだろう。 

流通⽅法については、壁フェルトは、牧⺠が
⾃作して⾃家消費や親族への贈与をおこなう。
⼩規模⼯場でも注⽂⽣産を基本とし、注⽂者が
⼯場に商品を取りに来る。このように、壁フェ
ルトの消費者は作り⼿を知っていて、⼯場では
品質を⾃ら吟味する。他⽅でフェルト⼩物の場
合は、⽣産者が製品を⼩売店に持ちこんで販売
を委託する。フェルト⼩物は実⽤品でないこと
もあり、多くの消費者は商品選択において⽣産
者や品質をあまり重視しない。ただし例外があ
ることを後述する。 

販売場所については、壁フェルトの⼀部は露

天市場で展⽰販売されるが、主には買い⼿が⼯
場を訪れて商品を⾒て買う。これに対して、フ
ェルト⼩物は⽣産現場から離れてみやげもの専
⾨店の他、デパートやショッピングモールのみ
やげもの売り場、多品⽬を扱う商業スペースの
⼀⾓、観光地周辺の売店や露店などで販売され
る。みやげもの専⾨店には⻄欧の国際協⼒機関
と関連が深い２つの店舗がある。⼀つはウール
製品専⾨店で、ノルウェーの宣教団が開き、モ
ンゴル⼈に経営が委譲されたものである。⼆つ
めは⼿⼯芸品のフェアトレードショップで、オ
ーストラリア⼈が経営している。 

販売促進⽅法としては、フェルト⼩物の⼩売
店ではハンドメイドであることを強調する傾向
がみられる。とくに国際協⼒系の店では商品が
⼿作りであることが、ときに⽣産者情報（⽣産
地や⽣産者の紹介）とともに、商品タグ、店内
の掲⽰物（ポップ・ポスター・閲覧⽤ファイル）
や配布物（ショップカード）などに英語で書か
れている。モンゴル⼈経営の店には値札を含め
て⽂字情報が少ないが、店員が“Handmade shuu”
（ハンドメイドですよ）などと英語やモンゴル
語で呼びかけていた。 

加えて、フェルト⼩物の意匠に関しては、
2013 年 8 ⽉にフェアトレードショップのオース
トラリア⼈指導者に「もっとも多く売れる商品」
を尋ねたところ、「紐付きのマスコットとネイ
ティビティー⼈形が通年で⼀番よく売れ」、
「両者ともに⻄欧⼈の代表的な旅⾏みやげであ
る」ことがわかった。紐付きマスコットはクリ
スマスツリーに飾れて、故郷の友⼈へのギフト
ないしは本⼈⽤に購⼊される。ネイティビティ
ーはキリスト⽣誕場⾯を表す⼈形セットのこと
で、⻄欧の旅⾏者には旅先でこれを⼀体ずつコ
レクションしている者が多い。親しい友⼈への
贈与もなされる。モンゴルの主要な宗教はチベ
ット系の仏教であるが、国際協⼒系のみやげも
の店を訪ねる観光客にはむしろ⾃⽂化の宗教に
根ざしたデザインと⽤途の商品が⼈気である。 

写真２ フェルト⼩物 
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４．おわりに 

実⽤的な⺠具としての壁フェルトの⽣産・流
通・消費は地域社会に埋め込まれている。とい
うのも、壁フェルトには⽣産者名や会社名は記
されてはいないが、ゲルの居住者は⾃⾝のゲル
を覆う壁フェルト⼀枚⼀枚の製作・受贈・購⼊
の経緯を詳細に記憶しているのである［⾵⼾ 
2016b：244-254］。さらに、壁フェルトには⼯
業製品が含まれることから、壁フェルトの地域
性は共同体的な関係にとどまらない産業社会の
諸関係を包含したものであるといえるだろう。
「⼯業部⾨のフェルト⽣産」は 1930〜1950 年代
に徐々に増⼤し、1980 年代に「牧⺠のフェルト
⽣産」を⼀時中断させたという［⾵⼾ 2016a：
13-14］。調査時点での壁フェルトは「近代化と
⼯業化の時代であった社会主義期モンゴルの歴
史」が刻印されているという意味での地域的な
物質⽂化となっていた。 

これに対してフェルト⼩物は異⽂化社会に持
ち出されることを前提とした嗜好品である。消
費者の商品選択においては、強度や安全性に関
する品質基準よりも、個⼈宅のインテリアやコ
レクションに合うことや、彼／彼⼥の⾃⽂化の
贈答慣⾏にふさわしいことが重視される。売り
⼿はハンドメイドであることを強調し、産地や
⽣産者に関する情報がモノにストーリー価値を
付加する状況も⾒られた。 

以上より、モンゴルの物質⽂化においては地
域的な要素と脱地域的な要素が混ざりあってい
る。なかでも壁フェルトという⺠具は、その⽣
産・流通・消費が地域社会に埋め込まれている
と同時に⼯業製品をも取り込んできたことで、
近代化を強く志向したポスト社会主義地域の歴
史を体現する⽣きた⺠具として存在している。 

これに対してフェルト⼩物は、地域の素材を
⽤い、主に地域の⼈びとが⽣産と流通を担い、
地域外に持ち出されて消費されるのであるが、
その地域性は⼆層に分けられよう。⼀層⽬は物
質的なモンゴルの素材や⽣産者・流通者の属性
によるものである。⼆層⽬はみやげものとして
の「地域⾊」で、これは⻄欧の視線からのモン
ゴルらしさを形にしたものである。みやげもの
に付帯するハンドメイドに象徴される技術的な
後進性や⽣産者が社会的弱者であるという被傷
性は、グローバルな開発の⽂脈や⻄欧社会で重
視されている「エシカル消費」という価値に沿
うものといえるだろう。また、フェルト⼩物に
込められたこれらのストーリーには、国際協⼒
に与していないモンゴル⼈には受け⼊れにくい
要素が多々含まれるため、その意味でも脱地域
的であるといえるだろう。 

ただし、フェルト⼩物の⽣産が拡⼤するにつ
れてモンゴル⼈⾃⾝がこれを⾃家消費や贈与に
⽤いる動きが⾒られる。⼯場製の壁フェルトが
普及したように、フェルト⼩物もモンゴル社会
に受容されていくのかもしれない。フェルト⼩
物の地域社会での受容と意味づけのあり⽅を今
後の研究課題としたい。 
 
参照⽂献 
グリーンウッド，デイヴィッド・J（2018）「切

り売りされる⽂化─⽂化の商品化としての観
光に関する⼈類学的展望」（⽥中孝枝訳）、
ヴァレン・L・スミス編、市野澤潤平・東賢
太朗・橋本和也（監訳）『ホスト・アンド・
ゲスト：観光⼈類学とはなにか』ミネルヴァ

写真３ モンゴル⾵ネイティビティー⼈形 



  生態人類学会ニュースレター 25 (2019) 

      
 

10 

書房、pp.215-236。 
橋本和也（2011）『観光経験の⼈類学―みやげ

ものとガイドの「ものがたり」をめぐって』
世界思想社。 

堀⽥あゆみ（2018）『交渉の⺠族誌 モンゴル
遊牧⺠のモノをめぐる情報戦』勉誠出版。 

Kazato, Mari (2012) “The Felt Making Process 
and Social Relationships in Mongolia Using 
the Ehe Esgii (Mother Felt)”, Proceedings of 
the 10th International Congress of Mongolists, 
Volume III Mongoliaʼs Economy and Politics, 
International Association for Mongol Studies, 
Ulaanbaatar, pp.246-249. 

⾵⼾真理（2015a）「モンゴル国現代史のなかで
継承され変化した フェルトの⽣産技術と製
品」『染織情報α』2015 年 11 ⽉号：8-9。 

⾵⼾真理（2015b）「時空を超えて暮らしを包む
住居―モンゴル・ゲルのフレキシビリティー」
『世界の⼿触り フィールド哲学⼊⾨』ナカ
ニシヤ出版、pp.109-127。 

⾵⼾真理（2016a）「モンゴル国における住居フ
ェルト⽣産の変遷―⼯業製品と⼿作業の製品
―」⾵⼾真理・尾崎孝宏・⾼倉浩樹共編『モ
ンゴル牧畜社会をめぐるモノの⽣産・流通・
消費』東北⼤学東北アジア研究センター、
pp.5-27。 

⾵⼾真理（2016b）「現代モンゴル国における贈
与―ゲルとその部品のバイオグラフィーより」
岸上伸啓編『贈与論再考』臨川書店、pp.238-
260。 

松井健（2012）「スーヴニールの交錯とダイナ
ミズム―アジア⼯芸の拡散変容の⼀側⾯―」
松井健・野林厚志・名和克郎編『⽣業と⽣産
の社会的布置−グローバリゼーションの⺠族
誌のために−』岩⽥書店、pp.239-268。 

National Statistics Office of Mongolia (2019) 

“Mongolian Statistical Information Service” 

(http://www.1212.mn/)（2019 年 4 ⽉ 29 ⽇閲覧）。 
⼩⾕真吾（2013）「狩猟採集⺠におけるモータ

リゼーション―マレーシア半島部バテッの事
例から―」『⽣態⼈類学会ニュースレター』
18:9-10。 

シャパー，ウルリケ（2017）「グローバル・ヒ
ストリーから⾒た観光史研究」（阿部尚史
訳）、⽻⽥正編『グローバル・ヒストリーの
可能性』⼭川出版社、pp.161-181。 

 
中国内モンゴルにおける 

馬乳酒製造法の傾向および変化について 

                                  尾崎 孝宏 

鹿児島大学 法文学部 

 

1. はじめに 
本稿では、筆者が 2015 年夏季および 2018 年

夏季に⾏った現地調査データと、⽇本⼈調査者
が 1930〜40 年代に実施した現地調査に⾒られる
⾺乳酒に関する記述を⽐較分析し、中国内モン
ゴルにおける⾺乳酒製造法の傾向および変化に
ついて明らかにすることを⽬的とする。 

図 1. 筆者の調査地点など 
 

⾺乳酒はモンゴルやカザフなど、冷涼な環境
に居住する内陸アジアの牧畜⺠を中⼼に⽣産さ
れており、⾺乳を撹拌して乳酸菌発酵・アルコ
ール発酵を進⾏させた低アルコール飲料である。
⾺乳は脂肪分が少ないため他の家畜の乳のよう
にバターやチーズの加⼯には向かない⼀⽅、乳
糖が多いためアルコール発酵には向いており、

 


