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調査報告

ユキヒョウの民俗学 
―西部モンゴル遊牧民に伝わるユキヒョウ殺しと狩猟儀礼の伝

オーラルヒストリー

承誌―
Folklore of the Snow Leopard:  

Oral History of Snow Leopard Hunting and Funeral Rituals in Mongolian Nomad’s Narratives

相馬　拓也
SOMA Takuya

（2018年4月2日受付　2018年6月27日受理）

モンゴル西部ホブド県のウリャンカイ系遊牧民は，長年のユキヒョウ棲息圏での暮らしの中で，ユキヒョウに関
する多様な儀礼や精神文化を発達させてきた．本研究は，地域住民とユキヒョウとの関係から紡がれた民間伝承・
伝説・語りなどの「伝承誌（オーラルヒストリー）」を文化遺産として定義し，ユキヒョウの保全生態に対する遊
牧民の能動的な関与を促す社会環境の整備を目的としている．本調査は2016年7月19日～8月22日の期間，ホブ
ド県ジャルガラント山地，ボンバット山地，ムンフハイルハン山地のユキヒョウ棲息圏に居住する117名の遊牧民
から，「ユキヒョウ狩り」の実猟経験や，狩猟儀礼「ユキヒョウ送りの儀」などのオーラルヒストリーを構成的イ
ンタビューにより収集した．ユキヒョウの科学的調査だけではなく，その文化的・社会的コンテクストの解明は，
ユキヒョウと遊牧民の関係改善とサステイナブルな共存圏の確立に貢献するものと考えられる．

Nomadic people living in the Altai Mountains （mainly in Xovd province） created various rituals and folklore concerning the 
snow leopard. In this study, local oral histories, legends, and traditional ecological knowledge （TEK） narratives about snow 
leopards are defined as sources of cultural heritage created through centuries of unique “herder–snow leopard interaction” phe-
nomena, which subjectively encourage locals to protect the snow leopards and the surrounding environment. The fieldwork 
was carried from July 19 to August 22, 2016, with structured interviews of 117 informants living in Mt. Jargalant, Mt. Bonbut, 
and Mt. Munkh-Khairkhan. Not only collecting scientific data for wildlife protection but also clarifying the social and cultural 
contexts surrounding snow leopards will contribute to revitalized, sustainable spaces for snow leopards and local herders to co-
exist. It will also offer new perspectives on the conservation ecology of rare large carnivores.
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I　はじめに

西部モンゴル遊牧民にとって，ユキヒョウPanthera 

uncia（図1a, b）は畏怖と崇敬の対象であり，分厚い
文化の積層をその背後に宿す別格の野生動物である．
チベット仏教の経典では，ユキヒョウは岩山にあって
すべての肉食獣の長であり，聖なる峰々の守護者と記
されている（Li et al 2016: 202）．キルギスの遊牧民の
あいだでも，ユキヒョウは「聖峰の守り主であり，知
と 力 の 擁 護 者」（Colorado and Ryskulova 2016: 208; 

Tedlock 2005）と形容されてきた．そして中国からア

フガニスタン，タジキスタン，パキスタンまで広くパ
ミール高原に住むワハン（ワヒ）の人々の伝承でも，
ユキヒョウは高山帯＝「聖域」に属する動物として神
聖視されている（Mock 2016）．ユキヒョウは聖性を
宿す動物界の長として神聖化されており，中央ユーラ
シアの山岳信仰とも切り離しがたく結び付いている．
ユキヒョウは「山の亡霊」とたとえられるように，ア
ルタイ山脈のユキヒョウ棲息圏に暮らす遊牧民にとっ
ても，その姿を目撃することは日常的とは言い難い存
在であった（相馬　2017a–d）．そうした生来の気高さ
が聖性として回帰し，とくにテュルク系民族の象徴と
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して，アルマトイやビシュケクの市章，ロシアのクラ
スノヤルスクの地方旗，南オセチアの国章などに採用
されている（Loginova 2016: 214–215）．カザフスタン
では通貨10,000テンゲ札にも表されている
早期のユキヒョウ研究（Rieger 1980）では，1980

年頃まで棲息圏の西端はトルコの小アジア，東端はサ
ハリンに達すると漠然と考えられていた（Fox 1989）．
正確には，現在でも生息域が13ヵ国に渡るユキヒョ
ウは，その地域毎に個別の呼び名が与えられている．
チベットでは「サフ sah」，インドのラダック州では
「シャン shan」，ヒンディー /ウルドゥでは「バルファ
ン・チタbarfant chita」，ネパールでは「ヒュン・チ
チュワheung chituwa」，カザフスタンでは「バルス
bars / Барысы」，ロシアでは「イルビスирвэс」と呼ば
れる（Fox 1989）．モンゴルでも「イルビスирвэс」も
しくは「ツォーホル・イルビスцоохор ирвэс」と呼ば
れる．ユキヒョウは，アルタイの豊かな自然と気高さ
が重ね合わされた象徴的存在でもある．ユキヒョウ棲
息圏のかたわらに住まう人々はかつて，「イルビス」
という名前そのものを忌み名として口にしない習慣が
あった．そのため「ツォーホルTsoohor」（＝斑紋）， 
「アルタイン・ツォーホル・バルAltain tsoohor bar」
（＝アルタイの斑紋をもつ虎）［MH-01］1），単に「バ
ルбар」（＝トラ）と呼ばれ，その名を直接口にするこ
とは言霊が宿るとされることから控えられてきた．モ
ンゴル遊牧民のこうした言霊の信奉は，自然に向けら
れた畏怖の所在で共通している．たとえば，オオカミ

を示す一般名詞「チョンчоно」も，オオカミを呼ぶ
言霊として直接口にすることを忌避する風潮がある．
また霊峰や信仰対象の山の固有名詞も口にされないこ
とが多い．本研究の主要調査地ムンフハイルハン峰も
「18歳の少女の精霊が宿る霊峰」とされ，通常は単に
「ツァスト・オールцаст уул」（＝雪山），と称して固
有名称の使用が避けられている［同地在住の牧畜世帯
談］．ユキヒョウはモンゴルの遊牧民にとっても，野
生動物を象徴する特別な存在であり，人間側が意図的
に一線を画してきた存在であったことが，こうした風
習からも読み取れる．
ユキヒョウは「外套をまとった大男のようだ」と例
えられることがある［MH-40］．ユキヒョウの体格は
全長約100～ 130 cm, 尻尾約80～ 100 cm（全長の75

～ 90%），全高約60 cm, 体重約25～ 75 kgに達する
（Hemmer 1972: 1）．そうした風貌は，遊牧民によって
“Tavan amtai, neg tsohiurtai（＝5つの口に，1つの棒）”
としばしばたとえられる［MH-01］．これは“口が1

つ，脚が4つ，しっぽが1つ”の意である［MH-01］．
並外れた攻撃力と印象的な太い尻尾を遊牧民なりに形
容した表現と考えられる．またムンフハイルハン地域
に は“Tsastiin tsagaan bar tsag ni bolohoor tsagaan 

shorgooljind barigdana”（＝雪山に棲まう白いトラも，
いつかは白い蟻に食べられる）という諺が伝わってい
る［MH-01］．ユキヒョウほどの大自然の王者でも，
その生命はいずれ必ず終わりを迎えることを表した詞
である．モンゴル西部には，「昔トラが5つの子供を

図1　ユキヒョウPanthera uncia（2017年3月；稲田喬晃撮影）
Fig. 1　Snow leopard Panthera uncia （photo taken in March 2017 by Takaaki Inada）
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産んだ．それがネコ，マヌル（モウコヤマネコ），シ
ルース（シベリアオオヤマネコ），イルビス（ユキ
ヒョウ），トラ，の5兄弟だった…」［Y-16］とする昔
語りが広く流布している（生みの親にネコ，生まれた
兄弟のひとつにカラスなどのバリエーションがある）．
モンゴル遊牧民には，ネコとネコ科動物をその生態と
習性から，ひとつの生物種カテゴリーとして捉える傾
向がみられる．モンゴルにはネコを忌物として忌避す
る習慣も全域で見られる．モンゴル遊牧民にとって
は，ネコとネコ科動物に対する心理的な忌避の観念と
感情が，ユキヒョウにまつわる伝承や儀礼をさらに神
秘めいたものにしてきた可能性がある．
ユキヒョウには1980年代からの本格的な調査によ
り，「希少動物」「保護動物」のイメージと研究テーマ
が確立された（Mallon1984; Mallon and Chering 1988; 

Jackson and Hunter 1996; WWF Mongolia Country Office 

2000; McCarthy and Mallon 2016）．しかしその一方で，
地域の遊牧民によるこうした民俗・伝承・狩猟体験な
どの「伝承誌（オーラルヒストリー群）」は，見過ご
されがちであった．事実，ユキヒョウの記念碑的編著
“Snow Leopards” （McCarthy and Mallon 2016）でも，ユ
キヒョウの宗教的・文化的コンテクストを扱ったペー
ジは全612ページにおよぶ大著のなかでも31ページし

か割かれていない．ただし，中央ユーラシアから，ヒ
マラヤ・チベットの山岳地域に至るユキヒョウ棲息圏
における興味深い記述がある．たとえば中国青海省三
江源国家自然保護区内336ヵ所のチベット仏教寺院の
うち，その90%がユキヒョウ棲息圏から5 kmに，
46%が棲息圏内に位置するとされる（Li et al 2016: 

202）．これは，モンゴル国中部に位置するチベット仏
教の一大拠点エルデニ・ゾー寺院の壁画に，ユキヒョ
ウと思われる図像が多数出現することとも共通してい
る．またキルギスではユキヒョウ保護プログラムや古
代岩絵の解釈に祈祷師（シャマン）を動員し，いわば
「先住民的オルタナティヴ」からのユキヒョウ保全生
態を模索する動きもある（Colorado and Ryskulova 

2016）．これらは文化的コンテクストの解読と科学的
調査との連動が，ユキヒョウの保全生態活動に地域主
導の飛躍的な貢献をもたらすことを暗示している．
ユキヒョウをとりまく文化的コンテクストの解明か
ら保全生態を考えることを出発点として，本論では地
域に受け継がれた以下2つのオーラルヒストリー（T1

～ T2）について，集中的なドキュメンテーションを
行った．

T1.　「ユキヒョウ殺し」の狩猟伝承
T2.　「ユキヒョウ送り」の儀礼伝承

図2　調査対象地モンゴル西部ホブド県の地図
Fig. 2　Study sites in Khovd province, western Mongolia
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本論では，複数のオーラルヒストリーや口承伝達か
ら導き出され構築されたローカルな文化現象を，「伝
承誌（オーラルヒストリー群）」として定義した．地
域の遊牧民が育んだユキヒョウの狩猟伝承，儀礼など
のこうした伝承誌には，ユキヒョウと人類の共存を記
した貴重な「文化資源／文化史源」としての価値が見
出される．ただしアルタイのユキヒョウを取り巻く近
年の状況と地域社会は負の方向に複雑化している．本
来は地域の野生生物とエコシステムを守るべき遊牧民
が，密猟や私的駆除を繰り返し，ユキヒョウにとって
大きな脅威ともなっている（相馬2017a–d; 木下・菊
地2017; 菊地・木下2018）．そのため本研究の目的座
標は，ヒトとユキヒョウとの関係性を文化遺産として
定義することで，ユキヒョウの保全生態に遊牧民自ら
の能動的な関与を促す社会環境の整備を目的としてい
る．
長年ユキヒョウのかたわらに暮らすアルタイ山脈の
遊牧民ですら，その姿を目にすることは狩猟者や高地
生活者など限られていた．そのため遊牧民にとって，
ユキヒョウはオオカミのように家畜に激甚被害をもた
らす「敵」とは長らくみなされていなかった．とくに
一度に数多くの家畜を襲って死に至らしめることはな
いとされている［MH-01］．しかし，放牧中や宿営地
付近での家畜襲撃が2010年以降に著しく増加し，と
くに若いウマとヤギを好んで捕食する傾向にある（相
馬2017a–c）．ヤギは高い岩を駆け上ることでユキ
ヒョウとの遭遇頻度が高い．また草原状態のよい高地
へ採食する馬も捕食される頻度が高い．強い馬は襲わ
れたら暴れまわるが，ユキヒョウは捕食対象が暴れれ
ば暴れるほど強くつかんで離さなくなるとされる
［MH-01］．大型猛獣類の保全生態が模索される汎世界
的なコンテクストのなかで，生態観察や保護政策だけ
が，ユキヒョウと遊牧民の良好でサステイナブルな関
係を確約するわけではない．本論では，コミュニティ
で受け継がれてきた多様な民俗のオーラルヒストリー
を未来へと継承し，かつ敷衍することで，地域に内在
する環境共生観を刺撃する社会実践としての試みもあ
る．本論での「民俗 folklore」とは，いわば生業と直
結する知や技法というよりも，ローカルな自然観にね
ざした生活文化・地理空間・地域環境・生態系などの
マクロな見通しや知覚を総称した．エビデンスとナラ

ティヴを繋ぐことで，時代を超えてヒトと動物の共生
観のダイナミズムをはじめて物語ることが可能になる
と考えられる．そのため，オーラルヒストリーと自然
科学的知を融合した特定の動植物とその周辺の文脈を
も読みとく研究手法を，本論では「複合型生物誌」と
して提示する．

II　対象と調査方法

1.　調査地とデータ収集方法の概要
本調査は2016年7月19日～8月25日および2017年

8月2日～ 16日までの期間，ホブド県チャンドマニ
郡，マンハン郡，ムンフハイルハン郡，ゼレグ郡に居
住する遊牧民105名をインフォーマントとして，構成
的インタビューにより集中的なドキュメンテーション
を実施した．調査ではジャルガラント山系 （SS1），ボ
ンバット山系 （SS2），ムンフハイルハン山系 （SS3），
の3つの調査地を設定した（図2）．なかでも高地のユ
キヒョウ棲息圏に近い居住世帯を選定・訪問し，とく
に地域の長老・古老，狩猟者を優先的に訪問した．
質問内容は，以下の3カテゴリー（Q1～ Q3）を設
定した．

Q1. 狩猟方法や狩猟体験にまつわる逸話・伝承
Q2. ユキヒョウ殺しにともなう呪い・たたり・儀式
などの信仰

Q3. ユキヒョウの肉・毛皮など資源としての利用
その後，エスノグラフィック・インタビュー方式で
雑多な会話とともに，ユキヒョウについての現地生活
者の知見と伝承を収集した．インタビューではモンゴ
ル人の助手がおもに現地モンゴル語で質問を行った．
オーラルヒストリーの実見・実聞の直接のインフォー
マントは，［インフォーマント・コード］により情報
源を特定した（表1）．本論参照の数値，年齢，現地
価格等はすべて2016年8月現在，現地通貨トゥグルク
（T=: MNT）は1,000MNT＝約60円で表記した．
加えて本論では，エスノグラフィック・ドローイン
グを用い，伝承誌を視覚化する試験的な試みを行っ
た．狩猟シーンの多くは，地元遊牧民にユキヒョウ狩
りの漠然としたイメージとして広く共有されているた
め，絵画化を通じてより明確なイメージとして提示し
た．本論中の図はすべて，日本画家の綿引はるな氏と
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表1　インフォーマント・コード一覧 （n=105）
Table 1　A list of informant code

調査地 コード 生年 年齢 訪問日 
2016年 調査地 コード 生年 年齢 訪問日 

2016年

ムンフハイルハン郡 MH-01 1974 42 8月15日 チャンドマニ郡　ヨンボー Y-01 1965 49 7月17日
MH-02 1991 25 8月15日 Y-02 1983 33 7月19日
MH-03 1960 56 8月15日 Y-03 1953 63 7月19日
MH-04 1997 19 8月15日 Y-04 1969 47 7月19日
MH-05 1941 75 8月15日 Y-05 1979 37 7月19日
MH-06 1989 27 8月15日 Y-06 1979 37 7月20日
MH-07 1965 51 8月16日 Y-07 1974 42 7月19日
MH-08 1976 12 8月16日 Y-08 1977 39 7月20日
MH-09 1982 34 8月16日 Y-09 1963 53 7月20日
MH-10 1970 46 8月16日 Y-10 1991 25 7月20日
MH-11 1972 44 8月16日 Y-11 1977 39 7月20日
MH-12 1988 28 8月16日 Y-12 1951 65 7月20日
MH-13 1979 37 8月16日 Y-13 1965 51 7月21日
MH-14 1976 40 8月16日 Y-14 1952 64 7月21日
MH-15 1945 71 8月16日 Y-15 1976 40 7月21日
MH-16 1973 43 8月17日 Y-16 1962 64 7月21日
MH-17 1945 71 8月17日 Y-17 1959 55 7月21日
MH-18 1961 55 8月17日 ボンバット BB-01 1968 49 8月10日
MH-19 1983 33 8月17日 BB-02 1979 37 8月11日
MH-20 1978 38 8月17日 BB-03 1970 46 8月11日
MH-21 1962 54 8月19日 BB-04 1971 45 8月11日
MH-22 1983 33 8月19日 BB-05 1951 65 8月11日
MH-23 1938 74 8月19日 BB-06 1977 41 8月11日
MH-24 1975 41 8月19日 BB-07 1978 38 8月11日
MH-25 1985 31 8月19日 BB-08 1945 71 8月11日
MH-26 不明 不明 8月19日 BB-09 1962 54 8月11日
MH-27 1971 47 8月19日 BB-10 1980 36 8月11日
MH-28 1959 57 8月19日 BB-11 1969 47 8月11日
MH-29 1976 40 8月19日 BB-12 1978 38 8月11日
MH-30 1957 59 8月19日 BB-13 1992 24 8月11日
MH-31 1960 56 8月19日 BB-14 1992 24 8月11日
MH-32 1960 56 8月19日 BB-15 1978 38 8月11日
MH-33 不明 不明 8月19日 BB-16 1975 41 8月11日
MH-34 1940 76 8月20日 BB-17 1972 45 8月11日
MH-35 1977 39 8月20日 BB-18 1977 39 8月12日
MH-36 1973 43 8月20日 ゼレグ郡 ZG-01 1978 38 8月13日
MH-37 1974 42 8月20日 ZG-02 1955 61 8月13日
MH-38 1975 41 8月20日 ZG-03 1979 37 8月13日
MH-39 1973 43 8月20日 ZG-04 1986 30 8月13日
MH-40 1959 47 8月20日 ZG-05 1979 37 8月13日
MH-41 1966 50 8月20日 ZG-06 1961 55 8月13日
MH-42 1977 39 8月20日 ZG-07 1968 48 8月13日
MH-43 1988 38 8月20日 ZG-08 1981 35 8月13日
MH-44 1954 58 8月20日 ZG-09 1974 42 8月13日
MH-45 1971 45 8月20日 マンハン郡　ガンツモド GM-01 1984 32 7月17日
MH-46 1978 38 8月20日 GM-02 1978 38 7月17日
MH-47 1960 56 8月21日 GM-03 1976 40 7月17日
MH-48 1969 47 8月21日 GM-04 1936 80 7月17日
MH-49 1980 36 8月21日 GM-05 1964 52 7月17日
MH-50 1984 32 8月21日 GM-06 1981 35 7月17日
MH-51 1990 26 8月21日 GM-07 不明 不明 7月17日
MH-52 1959 57 8月21日
MH-53 1965 51 8月21日
MH-54 1976 40 8月21日



̶ 425 ̶

E-journal GEO　2018 Vol. 13(2)

相談の上，図像化した．

III　ユキヒョウ殺しの狩猟伝承

1.　銃猟のオーラルヒストリー
モンゴル西部地域でユキヒョウは，毛皮目的のため
にレッドブック登録前にはとくにハンターの狩猟対象
とされていた．地元のハンターたちのあいだには，銃
猟での「ユキヒョウ狩り」に臨んでは，いくつかの決
まりごとがあった．「ユキヒョウは背後から撃つと狩
猟者のほうを振り向く性質がある．銃撃後に狩猟者を
向いて伏せたこともあった」［MH-01］．そのため，銃
を撃ったところからはすぐに離れなければ，射撃した
場所に襲い掛かってくる．またけっして岩下から射撃
してはならなかった．ユキヒョウは絶命の瞬間，岩を
飛び降りて襲い掛かってくる本能があると信じられて
いるためである［MH-12, MH-15］．そしてユキヒョウ
狩りでもっとも心がけなければいけないことは，ユキ
ヒョウを殺すときは手負いにせずに一気に殺さなけれ
ばならないことであった［MH-44, MH-48］．もし射撃
して手負いにしてしまうと，前述のように射撃した人
物を振り向いて襲いかかってくるためと言われる．
［MH-47, MH-11］．そして命をつなげば，射撃者にか

ならず復讐しにくると畏れられてきた［MH-11］．ハ
ンターは経験的に，猛獣を手負いにすると，手が付け
られないほど獰猛になることをよく理解していた一例
と言える．ただしハンターの話によると，ユキヒョウ
の銃猟はそれほど難しくはないと言われている．ユキ
ヒョウは銃で狙いを定めても，オオカミと違って逃げ
出すことなくその場にたたずむ傾向がある［MH-15］．
これは人間をそれほど恐れないためと考えられる．ア
ルタイに生息するユキヒョウのこうした性格もあい
まって，かつては多くのユキヒョウが殺され，毛皮と
されていた．

2.　追い込み猟のオーラルヒストリー
（1） 山頂への追い込み猟：
ユキヒョウ狩りは銃猟だけではなく，古来いくつも
のユニークな方法によって狩猟が行われてきた．一般
的に，ユキヒョウを狩猟するときは岩山の高い方へ追
い込んでゆく．山の下の方向へは行かせないように，
山麓側から追い立てる．ユキヒョウでも登れないよう
な絶壁や岩山を登ろうと引っかいて，危険な爪が擦り
切れてなくなるまで山頂に向けて追立て，爪がなく
なったときを見計らって殺していたこともあった
［MH-40］．

図3　追い込み猟によるユキヒョウ狩り
（半凍結河川でユキヒョウの肉球が張り付いて動けなくなったところを銃などで仕留める）

Fig. 3　Depiction of snow leopard hunting involving chasing it into a half-frozen river
The snow leopard is shot when its footpads stick to the surface of the half-frozen river.
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図4　直接殴打によるユキヒョウ狩り①
（凍結河川で動けなくなったユキヒョウを撲殺して狩猟する方法）

Fig. 4　Depiction of snow leopard hunting involving a direct strike （1）
The snow leopard is beaten to death stuck on the surface of a half-frozen river.

図5　直接殴打によるユキヒョウ狩り②
（ユキヒョウのしっぽを体に巻きつけ撲殺する方法．狩猟武勇の昔語りの可能性が高い）

Fig. 5　Depiction of snow leopard hunting involving a direct strike （2）
This snow leopard is beaten to death while its tail is wound around the hunter’s arm, although this is most likely based on a heroic legend
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（2） 半凍結河川への追い込み猟：
また別の方法には，完全に凍結していない河川へユ
キヒョウを追い込む猟が行われた．「ユキヒョウを見
つけたら，凍りきっていない河川の水の上に追い込ん
でゆく．こうした場所でユキヒョウの肉球が氷に触れ
ると，氷とくっついて動けなくなる．足元が凍って身
動きが取れなくなったら，近づいて行って棒などで
殴って殺す方法があった」（図3, 図4）［MH-22］．か
つてX1氏の父が同方法で1頭殺したことが伝えられ
ている［MH-22］．他にも，肉球が氷にくっついて動
けなくなったときに，しっぽを捕まえて靴が破れるほ
ど蹴って殺した［MH-40］ことも武勇伝として伝わっ
ている．ユキヒョウとの至近距離での肉弾戦は実際に
行われた可能性も高い．現在ウランバートル在住の
X2氏によると，「ユキヒョウのしっぽを捕まえて，オ
スならば睾丸を蹴り上げて動きを封じた」と話してい
る［MH-11, MH-36］．ユキヒョウは猫と同じで，尻尾
をつかまえられると振り返ることができなくなるため
という．取っ組み合いの末，ユキヒョウが弱ったり，
苦しんでいる最中に，容易に銃で仕留めることができ
たとも言われている［MH-11, MH-36］．さらには，
しっぽをつかんで自分の胴体に巻き付けて，後ろから
殴り殺す方法もあった（図5）と言われている［MH-

17］．なかには信じがたい話であるが，乳茶（スー
テーツァイ）をすくうお玉でユキヒョウを殴った女性
がいたとの逸話もある［MH-34］．MH-40氏によると
1944年頃に，バインサイ（オーシュ）でホト（宿営
地）に来たオオカミの後ろ脚を捕まえて，振り回して
地面に頭を撃ちつけて殺した人がいたとの逸話がある
［MH-40］．このように，事実かどうかはともかく，遊
牧民は猛獣との接近戦や格闘を行うことも，その狩猟
方法のひとつとして実践された可能性が，伝承や狩猟
武勇伝として伝えられている．

3.　罠猟のオーラルヒストリー
モンゴル国内では鉄でできたロシア製の罠（いわゆ
るトラバサミ）が狩猟に広く用いられてきた．このト
ラバサミは効率的にあらゆる野生動物を捕獲すること
ができる．そのため近年は使用が厳しく制限されるよ
うになっている．しかし，それでも地方部では現在
も，この罠が遊牧民の狩猟者やイーグルハンターなど

によって頻繁に用いられている．ユキヒョウを罠で仕
留めることは可能とされるが，罠猟には高度な設置技
術が必要とされた．かつてハンターだった古老
MH-01による伝承が，罠猟の詳細を次のように物
語っている．
「かつてH3氏の妻のお父さんに，ユキヒョウを獲る
ための罠の仕掛け方を教えてもらったことがある．他
の狩猟対象とは異なり，ユキヒョウ狩りの際には紙を
乗せれば閉じるくらいの精度で仕掛けなければならな
い．閉じる精度が低いと，手が全て罠にかかってしま
う．罠にかかったユキヒョウはあおむけにひっくり返
り，すべての足を使って罠を蹴りはずしてしまう．罠
の周りの土を掘って設置してはならず，かならず地面
にそのままのせて仕掛けることが鉄則とされる．もっ
ともよい捕まえ方は，指先が触れただけで罠が閉ま
り，肉球の先だけを罠で捕えられることが望ましい．
肉球の先を捕えられると，爪が出て引っ込まなくなっ
てひっかかるために，罠から逃れられなくなる」
［MH-01］．
ユキヒョウほどの巨体を罠で仕留めるには，熟練の
技術が必要とされる．ホブド県では野生生物保護の一
環として2015～2016年にかけて，全県域のトラバサ
ミの回収を実施し，集められた罠の総重量は数トン分
に 達 し た［ム ン フ ハ イ ル ハ ン 環 境 保 全 局 談
2016.08.10］．その鉄を溶かして，自然保護啓蒙のため
のユキヒョウや地球儀のオブジェが製作され，現在は
ホブド市内のWWFオフィスの前に設置されている
（図6）．このようにモンゴル地方部では，罠猟は近年
まで最も盛んに行われていた狩猟方法でもある．

IV　ユキヒョウ狩りの狩猟実例と体験談

1.　狩猟実例のオーラルヒストリー
ユキヒョウを実際に狩猟した「狩猟実例」は，1960

年代～1990年代までで16例が聞かれた．ただし，現
状では，1960年以前の信頼できる狩猟実例について
は，オーラルヒストリーでも記録が難しく定かではな
い．唯一以下に挙げた狩猟伝承が確認された．
（1） 1960年代以前
【狩猟実例①】　「ドロンノール地方で1900年頃に
シャマル銃（火縄銃）で3頭のユキヒョウを殺したX0
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氏がいた．岩下から3頭のユキヒョウを見つけ，これ
らに向けて銃を撃ったところ，1頭目に直撃し，岩下
に落ちかけて崖からぶら下がった．この落ちそうに
なったユキヒョウを，2頭目が出てきて手で押さえて
落下を防いでいた．X0氏がその2頭目も撃ったところ
直撃し，崖下に落下しようとしたところ，3頭目が出
てきて落ちかけている2頭を引きずり上げようとし
た．さらに3頭目も射殺したところ，3頭とも崖下に
落ちて絶命した」［MH-15］．
これはあくまでも昔話のように語り継がれている
が，ユキヒョウの兄弟同士の絆の強さを表しているよ
うに思われる．この話の出所はMH-15氏によると，
かつてユキヒョウ狩りの名手X3氏が話していたとの
ことだった．
（2） 1960～80年代
一説によると，1960年以降はユキヒョウを殺す人
はほとんどいなくなった［MH-17］と言われている．
腕の良い狩猟者だけが仕留めることができたとも伝え
られている［MH-28］．地元の遊牧民にとっても，ユ
キヒョウはあくまでも限られた技術のあるハンターに
しか捕えられないと考えられていた．しかし，狩猟実
例は1970年代以降も複数例が確認されている．
【狩猟実例②】　「ホブド県の高位職者が故X3氏に，ユ
キヒョウを獲ってもらうようにお願いしたことがあ
る．その後，実際にユキヒョウが捕獲されホブド県立
博物館に毛皮が贈呈された．その毛皮は，当時のもっ

ともおおきく立派なユキヒョウだったと言われてい
る．なぜか博物館の展示キャプションには捕獲者とし
て他の人の名前が記されているが，本当はX3氏が
獲ったものであることは間違いない」［MH-23］．
当時X3氏は，レイヨウの狩猟中に偶然ユキヒョウ
と遭遇して，その際に銃で仕留めたと伝えられている
［MH-23］．捕獲場所はツァガン・サイ（ハルホルジ）
とのことだった［MH-18］．このユキヒョウの毛皮は，
現在もホブド県立博物館1Fに展示されている．
【狩猟実例③】　「1960年代にX4氏がユキヒョウ1頭を
殺した．毛皮の剥ぎ方がよく分からなかったので，ヒ
ツジの毛のように剥ぎ，頭を切り取ってしまってい
た．この毛皮は，狩猟者がその価値を知らなかったの
か，外に置きっぱなしでかなり雑に扱われていたよう
だった．このユキヒョウはカリヤブル（チェコ・スロ
ヴァキア製のブルーノ・ライフル）という銃で仕留め
られた．当時は禁猟ではなかったからだ」［BB-05］．
【狩猟実例④】　「自分で1970年頃，ユキヒョウ1頭を
殺したことがある．山に行ったときに馬の死体に近づ
いたところ，そのすぐ近くに潜んでいた．気づかずに
接近したため襲われそうになり，とっさに銃で撃っ
た．そうするとゲルの直径くらい（6 m）くらい跳躍
した．まるで驚いた猫が跳躍するように飛びはねた」
［MH-28］．
【狩猟実例⑤】　「1970年頃X5氏が，同氏の家畜を食べ
ていたユキヒョウ1頭を殺したことがある．狩猟方法
は罠猟で，食べられた家畜の死体の近くに罠を仕掛け
ておき，罠にかかったために殺して毛皮を獲った．と
にかく大きな毛皮を獲ることができた．まるでゲルの
上にかぶせるフェルトの布のように大きかった」
［MH-25］．
【狩猟実例⑥】　「1976～ 80年（1978年?）頃X6氏が，
滝のある急峻な岩場でユキヒョウを発見した．降馬し
て馬が逃げないように右手に手綱を巻き付けて岩下か
ら射撃したところ，馬が驚いて逃げ出して腕を引っ
張って引きずられてしまった．弾はユキヒョウに命中
したが，絶命の瞬間に射撃した場所にユキヒョウが飛
び降りてきた．このとき馬に引きずられたために，間
一髪襲われずに済んだとのことだった．ユキヒョウは
その場で絶命していた」［MH-06］．
同氏のこの経験が元となり，ハンターが岩下・崖下

図6 WWFホブドオフィス前のユキヒョウ・オブ
ジェ

Fig. 6　 Snow leopard statue in front of the WWF Xovd 
Office
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からユキヒョウを射撃することが禁忌となり，また射
撃したその場所からすぐに離れなければならない訓え
になったとされている［MH-06］．
【狩猟実例⑦】　「1970～1980年代にX7氏がユキヒョ
ウ1頭を殺した．銃で撃ったところ，岩から落ちそう
になり爪でぶら下がった．4本，3本，2本とひっか
かった爪の数が減ってもこらえてぶら下がっていた
が，最後の1本の爪で持ちこたえられず，岩から落ち
て絶命した．このときの銃はカリアブルを用いた」
［MH-11］．
【狩猟実例⑧】　「1980年代には，バイリンアムで凍っ
た河の方へユキヒョウを追い込んで動けなくなったと
ころ，しっぽを体に巻き付け，足でユキヒョウの肝臓
を蹴って殺した人がいたとのことだった」［MH-25］．
【狩猟実例⑨】　「1980年代後半にX8氏がユキヒョウ1

頭を仕留めたことがあった．そのときの体の大きさは
ハールガ（ゲル天幕の扉）の高さと同じだった．しっ
ぽも長く体も大きかった」［MH-43］．
【狩猟実例⑩】　「1986年に祖父（母の父親）がユキ
ヒョウを銃で殺したことがある．地域の有力者，村長
などと3人でタルバガン猟に山へ行ったときのこと
だ．細い山道に差し掛かったとき，オス，メス，子ど
も3頭の一家と目前で遭遇してしまった．オスに狙い
を定めて撃ったが，生死を確認せずにそのときは引き
上げた．次の日に同じ場所を訪れると，昨日のオスの
ユキヒョウが倒れて死んでいた．死体は持ち帰り，毛
皮にして鞍の下に隠しておいた．しかし，同行者の息
子が馬の鞍を外したときに毛皮に気づかれてしまっ
た．毛皮は（狩猟禁止される前の時代だったため）同
行者の一人がテントとロシア製のブーツと交換した」
［BB-07］．
【狩猟実例⑪】　ハンターの故サンダク氏がユキヒョウ
との遭遇談を語ったことがある［BB-10］．「故サンダ
ク氏が1980年頃に狩りに行き，大岩の下で煙草を
吸っていたところ，上の方でうなり声がするので，見
上げてみるとユキヒョウが岩上に伏せていた．急に動
くと襲ってくると思ったので，じっと動かず，結局朝
まで岩下で煙草を吸って過ごした．明朝，来ていた上
着（デール）を丸めて岩下に放り投げて気をそらそう
としたが，何も動じることはなかったので，そのまま
退 散 し た」［BB-10］（こ の 逸 話 はE-Journal GEO　

vol.11（no.1）に掲載の拙稿［相馬2017a］にその詳細
を挿絵とともに記した）．
（3） 1990年代
【狩猟実例⑫】　「1994（/95）年9月に，X9氏が仔ユキ
ヒョウを殺して馬の背に乗せて持ち帰ろうとしたとこ
ろ，すぐ後ろにユキヒョウ（おそらく母）がついてき
たことがあった」［BB-17］．
【狩猟実例⑬】　「3頭のユキヒョウと出会って，1頭を
殺し，1頭を負傷させ，もう1頭は逃れた．このとき
はカリアブルで撃った．銃には2発しかなかったた
め，近所まで弾をもらいに行き，再び殺しに行った」
［MH-05］．
【狩猟実例⑭】　「1980年代にX10氏が2頭のユキヒョウ
を殺して刑務所に行った．ボーログノール（ザフ）
（一説にハトー・サイ［MH-17］）で殺したとのこと
だった」［MH-15, MH-17］．同氏の家畜を頻繁に食べ
ていたので，しょうがなく殺したとされる［MH-11］．
同氏と2016年7月22日に直接インタビューしたとこ
ろ，その後，刑務所に2年半入所させられたとのこと
だった．
【狩猟実例⑮】　「父X11氏がウランボーログでユキ
ヒョウ1頭を射殺した．このとき死体が高所から崖の
上に落ちてしまった．自分では持てなかったので，馬
を捕まえるときの投げ縄のようにしてユキヒョウの体
にひっかけ，引っ張って崖から降ろした．このユキ
ヒョウは自宅で毛皮にされた．当時，父が販売したか
どうかは定かではない」［MH-41］．
【狩猟実例⑯】　「X12氏がドゥルルジ（タシンノール）
でドート村出身の人物とユキヒョウ狩りに行った．こ
のとき山で見つけたユキヒョウの足跡を2日間つけて
いった．すると馬が1頭ユキヒョウに食べられてい
た．双眼鏡で見てみると，馬の脇にユキヒョウがお
り，血を吸って恍惚状態になっているところだった．
この隙を見計らってカリアブル銃で射撃した．そのと
きの唸り声はまるでラクダのような声だった」［MH-

16］．

2.　実猟経験のオーラルヒストリー（古老MH-X01

氏談より）
ムンフハイルハン村に在住する古老MH-X01氏（73

歳）は，かつて熟練のハンターであり，貴重なユキ
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ヒョウ狩りの経験談3件が記録された．
（1）実猟経験①（1965年春／ハトー・サイ）
「冬営地のあるこの場所（ハトー・サイ）でユキヒョ
ウ1頭を自身で殺したことがある．そのときは罠を
使って仕留めた．ヒツジの死体の近くに罠を仕掛けて
おき，罠は紐で大きな石に結び付けておいた．しばら
くして見回りに行ってみたら，体中に紐が絡まったユ
キヒョウがかかっていた．近くにいくと唸り声を上げ
た．そのときユキヒョウの背骨が切断されるまで撃つ
か，頭を一撃で撃ちぬくか，とっさに2つの方法を考
えた．しかしあいにく，そのときは予備の弾丸が2つ
しかなかった．まず背後から背骨に向けて撃つと，ユ
キヒョウは振り向いて襲い掛かろうとしたものの，紐
に絡まっていたため襲われずに済んだ．しかし射撃は
失敗してしまった．弾丸を入れる間に襲われるかもし
れなかったので，ナイフを取り出し口でくわえておい
た．次は眉間に向けて撃ったがユキヒョウが驚いては
ずれてしまい，紐を切って逃げだしてしまった．すぐ
さま逃げたユキヒョウを馬で追いかけた．その際には
山の高い方へ行かせると跳躍して逃げてしまうので，
谷側にわざと追い込んで追い立てた．しばらく追跡す
ると，ユキヒョウが疲れて伏せたところを，鼻を狙っ
て射撃した．この弾丸が命中し，ユキヒョウはがくり
と頭を下げた．もう死んでいると思って近づいたとこ
ろ，突然頭を上げたので驚いた．そのため石で殴って
とどめを刺した．本当に絶命したかどうか確かめるた
め，しっぽをつかんで地面を引きずってみた．仕留め
たユキヒョウを解体してみると，お腹から3頭の胎児
が出てきた．妊娠したメスのユキヒョウだったのだ．
その胎児は毛皮をはいだ後にお腹の脂肪でくるみ，ア
ルツ（松の葉）とともに荼毘に付した．そのときは若
かったので「ユキヒョウ送りの儀」があるとは知らな
かった」［MH-X01］．
（2）実猟経験②（1985年／ツァガン・サイ）
「非常に風の強い日に狩猟に出かけたところ，ユキ
ヒョウが2歳のヤクを食べているところを見かけた．
そのときに携えていたのは，カリアブルを短くしたあ
まり良い銃ではなかった．岩陰から食べているところ
をみて，石を投げてみた．するとユキヒョウが驚いて
逃げ出してしまった．すぐさま後ろから射撃したら，
こちらを振り向いて立ち止まった．そのときに顔を

狙ってもう一度射撃したところ命中し，ユキヒョウは
その場で倒れこんだ．とても良いシャル・アズラグ
（黄色い種馬）に乗っていたので，倒れたところまで
岩場を駆けて行き，念のためもう一度ユキヒョウめが
けて射撃して絶命させた」［MH-X01］．
（3）実猟経験③（1987年／ウリャスト）
「アンテロープの狩猟に出かけたところ，ヤギを狙っ
て襲い掛かろうとしていたユキヒョウを目撃した．馬
に乗っていたので降馬して，ユキヒョウの耳の裏側を
狙って射撃した．命中したかどうかわからなかった
が，ユキヒョウは岩穴に逃げこんでしまった．岩穴の
前で30分以上出てくるのを待ったが，一向に出てく
る気配がないので，後ろを向いて大きな岩の裏側に隠
れた．その後，唸り声をあげながらユキヒョウが岩穴
から姿を現した．ユキヒョウが出てきて後ろを振り向
いて体をよじったところ，肺に狙いを定めて再び射撃
した．その弾は狙い通りに命中し，ユキヒョウは驚い
て再び岩穴に潜り込んでしまった．おそるおそる確認
しにいくと，ユキヒョウは岩穴の中で倒れて絶命して
いるようだった．死んでいるかどうか確かめるため，
念のため穴の中に銃口を挿しいれてもう一発射撃し
た．その場で毛皮を獲り，自宅に持ち帰って柔軟にな
るように処理を施した」［MH-X01］．この毛皮は当時
は自分には不要だったので，地域の有力者（外交関係
者か？）に贈呈した．この人物はロシアの入国に際し
てカバンや手荷物のチェックがないほどの高位者だっ
たため，ロシア国内に持ち込んで毛皮を6,000MNT

（現在価のおよそ3,000,000MNT／約15万円相当）で
売却したとのことだった」［MH-X01］．その後，
MH-01氏のもとへロシア製の高価な時計と酒を持っ
てお礼参りに来たとのことである．

V　ユキヒョウ送りの儀礼伝承

1.　ユキヒョウ殺しの呪い“ハル・モルテイ（黒い
足跡）”

ユキヒョウに畏れと忌避の感情を抱く西部モンゴル
の遊牧民には，数々の逸話や伝承が，自然界の存在に
対する過干渉への戒めとともに伝えられている．なか
でも「ユキヒョウにケガを負わせると，必ず仕返しに
くる」という話はもっとも広く流布した語りであり，
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そのために遊牧民はあえて殺さないようにしてきた
［Y-17］．そしてたとえ1頭でも殺したら，その後2～
3頭が復讐に家畜を食べにくると畏れられている
［MH-06］．こうしたある種の「たたり」を現地では
「ハル・モルテイ（har mortei）」と表現する．直訳す
ると「黒い足跡」を意味し，「呪い」「たたり」に相当
する超自然的な不幸の力を全般している．
「ユキヒョウの祟り」の事例には，次の7例のオー
ラルヒストリーが記録された．
【たたりの語り①】　「ジャルガラント（スルジェーバ
グ）では，故X1氏が2006年頃に1頭の仔ユキヒョウ
を殺したことがあった．しかし同氏は2月の旧正月前
に落馬して不慮の死を遂げた」［BB-18］．
【たたりの語り②】　「ハンターだった故X6氏が1978

年頃に足の速い馬を食べられたので，その見返りにユ
キヒョウを殺した（→「狩猟実例⑥」参照）．当時の
最新型の猟銃で仕留めたとされる．しかしその後，生
まれたばかりの娘が急死してしまった．気がかりと
なって占いを頼んでみたところ，ユキヒョウ殺しが原
因だろうといわれた．この有名な逸話は当時広く広ま
り，ユキヒョウのたたり“ハル・モルテイ”があった
と地域のみなが信じていた」［MH-01］．
【たたりの語り③】　「故X14氏が1995年に3頭のユキ
ヒョウを殺した．するとその人の生活がどんどん貧し
くなっていった．さらにはゲルが火事になり，家財も
ろともすべて燃えてしまった」［MH-54］．
【たたりの語り④】　「2015年2月6/7日：ハルガイタイ
サラーでユキヒョウが家畜囲い（ハシャー）の内に
入ってきて，端っこでヤギ1頭を食べた．その家の若
者X15が光をかざしたところ，ユキヒョウがいたので
オニ（ゲルの梁棒）でつついみた．その数か月後にそ
の若者は自殺した．のちにその家族が占い“アルタ
ン・ハイルツァグネ”をしてみたところ，野生動物を
怯えさせたための悲劇だった，との啓示があったとい
われている」［MH-35］．
【たたりの語り⑤】　「X16氏がユキヒョウを殺した．そ
れから，その親戚・姉妹の暮らしぶりは良くない．ハ
ル・モルテイのせいではないかと考えられる．そのた
め，人間がユキヒョウを獲ったりすることはあっては
ならないのだ」［MH-35］．
【たたりの語り⑥】　「宿営地でユキヒョウが雌馬1頭

を食べてその脇に伏せていた．近くまで行って木の棒
を投げて追っ払ったところ，そのときは立ち上がって
去っていた．しかしその後，馬の数が襲撃によって少
なくなっているし，ノミが増えて家畜が病気になって
いる．ユキヒョウのたたりではないだろうか．家畜に
も，人間にも不幸が起きるのだから」［MH-39］．
【たたりの語り⑦】　「ある子どもが猫の首を絞めて殺
して，焼いてしまったことがある．その後，火事があ
りその子ども自身が大きなやけどを負ったことがあ
る」［MH-52］．
これら語りには，ユキヒョウが超自然的な禍や不幸
の説明変数として現れることで，ユキヒョウと遊牧民
の関係の方向性を決定づける特殊な意味論を読み取る
ことができる．

2.　ユキヒョウ送りの儀
「ユキヒョウ送りの儀」は，ユキヒョウを殺した人
に向けられる呪いを回避し，不幸が訪れないための
「やくばらい」の儀式とされている［MH-07］．いわば
ユキヒョウの「葬送」と言いかえることもできる．
もっとも一般的な行為は，ユキヒョウを殺したとき
に，死体の形を地面に縁どり，ハル・モルテイの回避
を祈祷する習慣が伝えられている［MH-08］．かつて
ユキヒョウを殺した人は，寺院に行って邪気祓いをし
てもらうこともあった．またユキヒョウを仕留めた後
は，地域のラマ僧や近隣の人々たちを呼んで，ナエル
の饗宴のような「ユキヒョウの葬式」に似た儀式も執
り行われた．僧侶にはお祓いや読経してもらい，たた
りの回避が祈念されたとされる［MH-40］．モンゴル
遊牧民は古来，多くの野生動物・家畜動物とかかわり
あい暮らしてきた．しかし，このようにたたりを回避
するための実際の儀式や儀礼が執り行われることは，
ユキヒョウ以外の動物にはほぼ見られない．
調査ではユキヒョウ送りの儀のいくつかのバリエー
ションが確認されたため，以下に代表的な方法を列記
した．
（1） ユキヒョウ送りの儀①
ハンターのMH-28氏（66歳）によると，次の儀礼
は家族4世代に渡り伝承されてきた方法といわれてい
る．そのため，ユキヒョウ送りの儀礼のオリジナルな
形を残していると思われる．
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a. ユキヒョウが死んだとき，遺体の周りにおおきめ
の輪を鞭か，木で描き，扉の部分を開けておく．b. つ
づけて，ユキヒョウの遺体の形を地面に縁取って描
く． c. 次に4本の足の裏の毛皮を火で焼く．そのた
め，ハンターは常に火を携えておかなければならな
い．d. この後ユキヒョウの遺体を描いた輪や縁取りを
消さないように輪の外へ出す．e. これら儀礼の後，後
ろ向きに後ずさりして扉部分から出る．f. 扉の部分に
線を引きユキヒョウ（の生き姿）を輪の中へ閉じ込め
る．
この儀礼の解釈のひとつは，ユキヒョウのシルエッ
ト／生き姿を地面に描くことで，ユキヒョウはまだ自
然界に健全でいることを示している（人間が狩ってい
ないことを示している）．または，ゲルの扉を閉めて
ユキヒョウの魂を閉じ込めたことを意味するとも考え
られる．足の裏の毛を焼く理由は，たたりハル・モル
テイが起きないようにする行為で，ユキヒョウの足跡
が残らないようにする方法の一つと言われている．ま
た，足裏を切る理由は，血が流れ出ることにより，

「ハルモルテイ（黒い足跡）」ではなく「オラン・モル
テイ（赤い足跡）」によってたたりを回避できること
を示している．［MH-28］（図7）．
別の古老MH-03氏（56歳）の話でも，「ユキヒョウ

を殺したあと，はじめに4本の足裏の毛皮を燃やす．
倒れているユキヒョウの姿を地面に縁どる．体の形を
描くことで，自然界にユキヒョウがまだいることを示
している．人間が殺したわけではないことを示すとし
ている」との語りが聞かれる［MH-03, MH-09, MH-

32］．ユキヒョウの亡骸はその後，縁取りの外に移し
置かれてその場で毛皮が剥される［MH-03］．ただし
「扉を作らず輪だけを描くことも行われた．ゲルのよ
うな大きな輪を描くこともあるが，体重が重いのです
ぐに運びだせるように小さな輪を描いた．ユキヒョウ
の死体を縁取り，ひげと足裏の毛を燃やした後，その
輪からユキヒョウを出した」というバリエーションも
ある［MH-X01］．ユキヒョウの肉体の一部を切った
り，燃やしたりする肉体損壊には，別のバリエーショ
ンもある．例えば，ユキヒョウの死体の形を地面に縁

図7　ユキヒョウ送りの儀（2） 仕留めたユキヒョウを道に迷わせ人間界への再来を防ぐ方法
Fig. 7　Depiction of a snow leopard funeral （2）

This funeral ritual causes the soul of the snow leopard to lose its way and thus prevents its return to the human world.
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どったあと，「足裏の一番おおきな肉球に切れ目を入
れる（4本とも）か，しっぽの先を切り落とす」
［MH-12］ことも行われた．
（2） ユキヒョウ送りの儀②
ユキヒョウ送りには，仕留めたユキヒョウの主体性
を奪うような行為も見られる．

a. ユキヒョウを殺した後は，ユキヒョウから流れる
血に4本の肉球を浸す．b.　頭と反対の方向で地面に
肉球のスタンプを押す．c. 全部の脚を頭と反対方向に
ねじっておく．d. ユキヒョウの血の足跡の上にはおお
きな石を載せる（図8）．ユキヒョウを道に迷わせ，
殺したハンターのもとに来ないようなまじないでもあ
る［MH-44］．人間が殺してはいない，まだ生きてい

るということを示している［MH-46］．これは「オラ
ン・モルテイ（赤き足跡）」を残すことで，ハル・モ
ルテイ（黒き足跡）による呪いを回避しているものと
考えられる．
（3） ユキヒョウ送りの儀③
そのほかにも，何らかの方法により，ユキヒョウの
身体的特徴を再現しようとする儀礼も見られる．
ユキヒョウを殺したあと，死んでいる場所の付近の
地面に輪を描き，内側に白と黒の石を組み合わせて3

個置く（白2つでも黒2つでもよい）．「この石が同じ
色になったときに，私を食べに来てくださいene chul-

uu adil ongotei bolson uyd namaig irj ideerei」，つまり
「石の色が同じになるまで，わたしを殺さないでくだ

図9　「ユキヒョウ送り」のバリエーション：死んだユキヒョウの口にミルクを含ませる儀礼的行為
Fig. 9　Depiction of a snow leopard funeral （4）

This funeral ritual involves pouring milk into the mouth of the snow leopard.

図8　ユキヒョウ送りの儀（3） ユキヒョウの身体的特徴を再現し，自然界での健在を表現した方法
Fig. 8　Depiction of a snow leopard funeral （3）

This funeral ritual uses symbolic objects representing the physical traits of a living snow leopard.
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さい！」とまじないの言葉を述べた［MH-02］（図
9）．白と黒の石はユキヒョウの斑紋を表しているとさ
れる．
また，ユキヒョウを殺したときには，自らの手を
ぎゅっと握って握りこぶしをつくることもあった
［MH-54］．これはユキヒョウの肉球を表しているよう
に思われる．ハンターは「ユキヒョウ送りの儀」を済
ませると，その場で解体を行う．ユキヒョウを殺した
後は，お腹回りの脂肪で頭を巻いて弔うこともあった
［MH-30］．殺した後に，靴の中敷きでユキヒョウをた
たくことも行われた［MH-17］．これら行為の理由に
ついては，知見を得ることができなかった．そのほ
か，昔のハンターは狩猟にミルクを持っていき，ユキ
ヒョウを殺したら口にミルクを流し込んだ（図10）．
足裏にもミルクをかけることもあったとされる［MH-

X01］．またユキヒョウを殺すときには，モンゴルや
地域で一番偉い人の名前（だれでもよい）を言って，
自分の意思で殺すわけではないことを示したとされる
（MH-03氏の妻談）［MH-03］．
かつて遊牧民やハンターは，「ユキヒョウ狩り」へ
の関与をさまざまな儀礼的方法で否定することで，ユ
キヒョウによる呪いの直接の対象にならないように心
がけていたことがうかがわれる一例といえる．

VI　狩猟伝承にみるヒトとユキヒョウの関係誌

1.　ユキヒョウ殺しの狩猟伝承について
ユキヒョウ狩りのオーラルヒストリーは，伝聞・実
猟経験を含めて1900～1986年頃までの「ユキヒョウ
殺し」の狩猟実例17例のオーラルヒストリーが確認
された．ユキヒョウとの偶発的な遭遇による狩猟事例
は，②④⑤⑥⑩の5例が確認された．一方で，意識的
に「ユキヒョウ狩り」を行ったと思われる事例は，⑭
⑯の2例確認された．
主な狩猟方法には①銃猟，②追い込み猟，③罠猟，
の3種類が行われていた．ただし，ユキヒョウ狩りに
おける毒の使用は一切聞かれなかった．加えて，直接
打撃などさまざまな方法によるユキヒョウ狩りの語り
が伝承されている．これらすべてが実話や事実とは受
け止めがたい一面もある．なかには信じがたい「狩猟
武勇」「英雄譚」のような話も聞かれたが，それだけ

ユキヒョウ殺しは狩猟者として，男性的ジェンダーの
象徴としての付加価値を宿すものであったと考えられ
る．とくにユキヒョウとの格闘は，自然界の象徴でも
あるユキヒョウを屈服させ，制圧することによる狩猟
者の「権威化」の意図も垣間見られる．
遊牧民による遭遇経験のオーラルヒストリー（相馬

2017a）を参照すると，「ユキヒョウは岩の上でたたず
んで人間を見つめている」とする経験談が多数聞かれ
る．事実ユキヒョウの習性として，人間との遭遇に際
して自ら先行して襲い掛かるなど，能動的に攻撃する
ことはまず聞かれない．また突然の遭遇であっても，
警戒してあわてて逃げ去ることもそれほど多くは聞か
れない．そのため，ユキヒョウの棲息圏や営巣地点付
近で遭遇できれば，狩猟の可能性は高くなる．この傾
向はモウコヤマネコでも類似した性質がある．モウコ
ヤマネコも，人間との至近距離での遭遇に際して，
じっと岩陰に隠れたまま動かなくなることがある［ム
ンフハイルハン郡環境保全員アムガランバートル氏
談］．そのため，遭遇機会が最大化できれば，狩猟者
はじっくりと狙いを定めて引き金を引くチャンスが大
いにあると思われる．ムンフハイルハン地域に居住す
る遊牧民の猟銃所有率は90%を超えている．モンゴ
ルでは1932年に発明されたソヴィエト製の猟銃
TOZ-8ライフル（The Tula Arms Plant社製Tulsky Oru-

zheyny Zavod 8）が広く普及している．古い銃で22口
径ショートと弾丸も小さいが，至近距離での銃撃なら
ば致命傷を与えられる．このことから，ユキヒョウ狩
りは遭遇のチャンスさえあれば，宿営地や放牧中に突
然出くわした際にも十分に可能であったと考えられ
る．また，家畜囲いや厩舎に忍び込んだユキヒョウ
が，日用品等の道具によって殺される報告例もモンゴ
ルでは複数ある（O’Gara 1988）．そのため，直接打撃
による撲殺も，実際には真実性を帯びているといえ
る．
こうした狩猟伝承では，狩りの行われた正確な季節
までは特定されていないが，実際には遭遇の機会は夏
にも冬にも十分ある．ユキヒョウ関連事故の発生状況
を見てみると，例年1月と7月に遭遇事故のピークが
みられる（相馬2017a）．夏は営巣地の近くでの放牧
活動，冬はユキヒョウの獲物をもとめた行動圏の拡大
により，人間の生活圏とのオーバーラップが生じる．
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そのため，夏冬の両方でユキヒョウ狩りが行われた可
能性が十分ある．また調査地では2月半ば～3月末に
かけて，ユキヒョウは盛りの時期を迎えるとされる．
そのため，夜になると猫なで声でメスを探す求愛行動
が盛んにみられるようになり，個体の位置が特定しや
すくなる．とくに季節を問わず，ユキヒョウはライフ
サイン（足跡，マーキング箇所，糞，餌食の食べ残し
など）により追跡がそれほど難しくはない．そのた
め，地域の地形に通じた遊牧民にとって，実際にはユ
キヒョウを追跡し，狩猟することは，ハンティング全
般のなかではそれほど難しくはなかった可能性があ
る．モンゴル西部における密猟は，現地に残されたユ
キヒョウに関する数多くの生態伝承（エコ・ナラティ
ブ）の所存からもわかるように，その行動が地元遊牧
民に広く認知されていたことと深い関係がある．ユキ
ヒョウ狩りの指標のひとつに「ユキヒョウは狩った獲
物の場所を離れない」というエコ・ナラティブがあ
る．これは J.L. Fox氏が1986年3月7日にラダックの
マルカ渓谷で実見した事例からも読み取れる．同氏は
キャンプからおよそ100 mの至近距離で，ユキヒョウ
が家畜ヤギ数頭を襲撃する場面に遭遇した．次の日，
ユキヒョウは前日に殺したヤギのもとに戻ってきて，
その後20時間にわたり茂みのなかで捕食を続けたと
記録されている（O’Gara 1988）．ユキヒョウのこうし
た行動は，アルタイの遊牧民によるエコ・ナラティブ
とも正確に一致していると言える．
こうしたユキヒョウにまつわる狩猟伝承の収集は，
いわば地域に潜在する自然環境を読みとく知的資源と
定義することができる．これは研究者による動物観察
ではアクセスの難しい，動物の行為や行動現象に新し
い知見をもたらすものである．また，「対象動物の傍
らで暮らす」地域居住者の解釈と科学的調査の照応関
係から，地域の保全生態を考える上でのオルタナティ
ヴな解釈を与えてくれるものでもある．

2.　ユキヒョウ送りの儀礼伝承について
ユキヒョウをめぐるたたりのオーラルヒストリー
は，7例が確認された．このたたりを回避するための
「ユキヒョウ送りの儀礼」は，3種類のバリエーショ
ンが確認された．
現代の遊牧コミュニティでは，こうしたユキヒョウ

のたたりは昔語りとして，もはや過去のものとなりつ
つある．「BB-08氏によると1958年，ハンターをして
いた妻の義兄がヨルトでユキヒョウを1頭殺したこと
があった．とくにユキヒョウを狙っていたわけではな
く，ハンティングに行った際に偶然見かけたためとさ
れる．この義兄は毛皮にして博物館に販売をもくろん
でいたという．しかし，とくに悪いことやたたりは起
きなかったし，みなそれを信じてもいなかった」
［BB-08］．また「ユキヒョウを殺すと悪いことが起き
ることはないと思うが，昔の人々が希少動物なので守
ろうとしてわざわざ悪い噂を作ったのだろう．たとえ
ば，金の産出場所には昔の人のお墓があったように，
環境や自然を守るためのひとつの手段だったのだろ
う」［ZG-01］, と現実的な意見を述べるマルチンもい
る．ムンフハイルハン地域の遊牧民のあいだには，ユ
キヒョウによる家畜被害のあった世帯には「何らかの
超自然的な負の因果が故にユキヒョウが来た」との考
えが一部に根強くある．その世帯から家畜を食べるな
んらかの因果や，自然や社会への不敬などの理由があ
ると考えられている［ZG-07］．オオカミへの対処と
は異なり，人間側の圧倒的な非優位性によって，ユキ
ヒョウがその他の野生動物とくらべてひときわ高みに
置かれる心理的背景が垣間見られる．「オオカミは追
い払うことができても，ユキヒョウが来たらどうにも
ならない…」と多くの牧夫は悲観している．「家畜被
害に対して復讐を企てると，何度も被害にあうもの
だ．ユキヒョウが来るのは，気づかずに自然を壊した
り，規律を破ったりした因果のためなのだから，怒ら
ずに受け入れれば問題ない」［ZG-09］として現状を
受けいれるマルチンもいる．ユキヒョウと遊牧民の関
係性は，遊牧コミュニティの環境共生観を代弁するメ
タファーでもある．
モンゴル遊牧民にはユキヒョウだけでなく，ネコ科
動物全般を忌避する伝統がある．遊牧民の家庭で飼ネ
コを見かけることは非常に稀であり，イヌとは正反対
で意図的に生活圏から排除されている傾向がある．ア
ルタイには「猫1匹を殺したら，7人の僧侶を殺すも
同 じ だ （Neg muur alval doloon lam alsantai tentsene）」
という諺が伝えられている．ネコを殺すと必ずたたり
があり，復讐しにくると信じられてきた．次のような
戒めも伝えられている．「ある人が猫の脚4本を釘で
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刺し，川に流して殺してしまったことがある．その
晩，その人物のもとに猫が訪れて，寝ているときに喉
笛をかき切って殺してしまった」［MH-35］．いわばネ
コは人間に寄り添いながら，ヒトの支配のおよばない
自然の宿り子として，遊牧民は直感的にネコを人間界
とは峻別した存在とみなしていた可能性がある．
筆者の未公表データを参照すると，オブス県で41

名の遊牧民に「猫が好きですか？」との質問を訪ねた
ところ，「好き」と答えたのはわずか3名（n=3件／
7.3%）であり，その多くからは顔をしかめて「嫌い」
との回答を得た．その理由としてもっとも多く聞かれ
た回答は，「猫は飼い主が死んだかどうか，毎晩3回
確認しにくる習性のため」（n=15件／36.5%）であっ
た．この伝承の真意は定かではない．しかし，こうし
た語りは調査地ホブド県でも全域で聞かれた．そのた
め，生活に実害があるといった物理的な理由ではな
く，あくまでも心情的理由によるものであった．しか
し遊牧生活にとってネコは益獣として評価される十分
な余地がある．たとえば，トビネズミやドブネズミな
どは，夜間に家畜の乳を吸いに来ることで乳房炎を誘
因するとして害獣扱いされている．ネコはこうした齧
歯動物を居住環境から遠ざけるため，その益するとこ
ろはおおきいように思われる．この点において，遊牧
生活の利益とネコを忌避する態度には矛盾があるよう
に思われる．

3.　超自然性への自己説明としての伝承誌
本調査で記録したオーラルヒストリーは，大きく

「実体験」「言い伝え」「伝聞」の3つに区分される．
現地の遊牧コミュニティでは，こうした伝承が事実か
どうか別として，コミュニティ内での行動に少なから
ず作用することがある．西部モンゴル遊牧民は，超自
然的な「迷信」をいまでもかなり真剣に信じ，行動や
判断の規範とすることが多々見受けられる．遊牧民の
心理に底流する，不可抗力の災害や不幸への心的負荷
のリスクヘッジを，ユキヒョウによる「たたり」と重
ね合わせて人々が読み直した風習がいまに伝わってい
るものと推測される．モンゴル遊牧社会のオーラルヒ
ストリーの研究とは，単なる民俗学上のドキュメン
テーションにとどまらず，モンゴル人の精神文化に底
流する在来の行動規範や倫理コードを読みとく研究と

位置付けることもできる．田舎のモンゴル遊牧民に
は，古典的な男性性（例えば屈強な肉体，力，酒豪，
財力など）に対する強い信仰心と偏重がうかがわれ
る．その反面，実際には精神的には非常に脆弱な一面
がある．とくにライフイベントや仕事にかかる不幸や
失敗，またとくに人間関係上の不破や破たんに対し
て，精神的にきわめて脆弱な一面が見受けられる．民
間信仰とは，自らの力の及ばない不幸や災厄に対する
独自の主観にもとづく説明法であり，いわば一種の心
理的・精神的打撃へのリスクヘッジとなっている側面
がある．
例えば，オブス県ツァガンハイルハンではここ数年
間，乾燥被害で草原の植生が悪化している．地域の人
に言わせると，「この理由は幹線道路の敷設時に，中
国人労働者が順調な工期と天候の安定を願って工事現
場に豚の頭を埋めたから」，とされている［2016年7

月9日実聞］．実際にこのブタの頭を掘り起こそうと
する試みも，一部の地元住民の間にはあったとのこと
である．またオブス県のバイト氏族に強い力士が生ま
れるのは，「ムンフハイルハン山麓で鳥葬にふされた
長老のあばら骨を，バイト氏族の一団が持ち帰って
祀っているから」，という話も耳にされる［2016年10

月10日実聞］．鳥葬に臥された人物の骨には，霊力が
宿ると考えられているためである．そのほかにも，地
域社会にはこうした根拠のない「迷信」ともとれる伝
承が，モンゴル人の行動や判断の規範としていまでも
十分な機能を持っていることが多々ある．
モンゴル遊牧民は自らを納得させるように，こうし
た伝承や逸話をもちだして自らの力の及ばない事象や
災害についての説明を試みる．こうした発想は現在，
自ら負うべき義務の回避と，他者への責任転嫁という
現代モンゴル人の精神文化に，ゆがんだ形で底流する
ことにもなっている．モンゴル人は大柄で物理的力強
さを尊ぶ文化がある反面，精神的打撃にはきわめて脆
弱でデリケートな一面がある．こうした心理的負担の
セーフガードとして，伝承と逸話による自己責任の回
避による心的決着が，遊牧社会には強く作用したもの
と考えられる．ネコを忌避する生活態度と，禍や不幸
を人的・自然的に転嫁する精神文化が重層すること
で，ユキヒョウという類まれな動物に対する「ユキ
ヒョウ送りの儀礼」が執り行われるようになったもの
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と推測できる．ある牧夫からは「ユキヒョウを殺して
はいけないし，過度に干渉してもいけないものだ．自
然から恩恵を受けているので，家畜の犠牲でその自然
に対してお返しをするようなものなのだ」［MH-01］
という語りが聞かれる．この語りには，遊牧民が自身
を資源循環の一部として自己規定してきた，古来の環
境共生観が垣間見えるように思われる．

VII　おわりに

アルタイ山脈のユキヒョウには，棲息圏をともにす
るモンゴル遊牧民による信仰，畏れ，畏敬，狩猟経
験，忌避などの，分厚い文化的積層が独自の生態学的
伝統知T.E.K.がその背景に読み取ることができる．一
般的には生物学や保全生態学の調査研究と科学的判断
を下すなかで，本論で示したような特定動物について
の「民間伝承」「狩猟伝承」「接触経験」などの「伝承
誌（オーラルヒストリー）」は，それほど重要な地位
を占めているわけではない．また本論では，言語資料
としての民間伝承のヴィジュアル化を意図的に推し進
めた．15点の挿絵（エスノグラフィック・ドローイ
ング）を用いて，「ユキヒョウ狩り」「ユキヒョウ送
り」の儀礼の奥行を表現した．こうした伝承誌のド
キュメンテーションは，ユキヒョウとモンゴル遊牧民
の持続的な関係性の構築に，科学的生態観S.E.K.とは
異なる質的貢献の可能性が指摘できる．そして，あえ
てオーラルヒストリーを絵画表現により可視化する意
図は，後世へのさらなる伝達を見据えたドキュメン
テーションとしての役割を見据えているためでもあ
る．さらにこれらユキヒョウの伝承について，生態学
的知見から若干の解釈と考察を試みた．①フィールド
ワーカー，②語り部，③画家，の三者のコラボレー
ションを通じて，民話・説話研究にも新しい可能性を
示す方法論を模索した．ただし本論は暫定的な調査報
告であり，今後はこれら知見を自然環境（動植物相）
と民俗文化の連結を人文地理から読み解く発展的手法
として，その位置づけを検討する必要もある．
ユキヒョウにまつわる民間伝承は，いわば地域の無
形文化遺産でもあり，遊牧民の自然とのかかわり方を
そのナラティヴの背後に宿している．そして，ユキ
ヒョウ狩りやユキヒョウの生態行動にかんするエコ・

ナラティブは，ユキヒョウの保全生態に，具体的な施
策と方法論の道を開く貴重な情報源でもある．それ
は，ユキヒョウと自らの関係性を核として，地域環境
の変化や状態を総体として知覚する知的資源「民族保
全生態観」の一端でもある．さらにオーラルヒスト
リーを地域の保全生態に積極的に統合し，動物生態と
文化史を「ヒトと動物の関係性」の総体として定義す
る必要がある．特定動物と地域住民のサステイナブル
な関係の構築に，動物民俗のオーラルヒストリーは，
地域に内在する伝統知の文化遺産／記憶遺産として応
答できる潜在性がある．
かつて相互回避的であったユキヒョウと遊牧民の関
係が変わりつつある昨今，本論で示したオーラルヒス
トリーは研究者の提示する科学的根拠（エビデンス）
を補強する可能性を宿し，ときに批判的に再考を迫る
役割があるといえる．

謝　辞
ムンフハイルハン郡環境保全局の局長，環境保全員
アムガランバートル氏，バヤンムンフ氏，に感謝いた
します．またタイトなスケジュールのなか，挿絵を仕
上げていただいた日本画家・綿引はるな氏に深く感謝
の意を表します．
この研究の一部は，以下の研究助成にもとづき行い
ました．
■科研費・平成28年度研究スタート支援「極北系
モンゴル遊牧民による極限環境下での環境適応戦
略の実証的解明」［課題番号： 16H07274］
■早稲田大学2017年度特定課題研究助成費・特定
課題A（一般助成）「アルタイ山脈のユキヒョウ
をめぐる生態観察，獣害対策，民俗伝承の複合型
生物誌の研究」［課題番号： 2017A-064］
■科研費・基盤研究（A） 「種の人類学的転回：マル
チスピーシーズ研究の可能性」（分担者）［課題番
号： 17H00949］（代表者：奥野克己／立教大学教
授）

参考文献
菊地デイル万次郎・木下こづえ　2018. キルギスにお
けるユキヒョウ研究の試み．ヒマラヤ学誌19.
木下こづえ・菊地デイル万次郎　2017. モンゴルおよ



̶ 438 ̶

E-journal GEO　2018 Vol. 13(2)

びインドにおける人とユキヒョウの軋轢について．
ヒマラヤ学誌18: 65–71.
相馬拓也　2017a. ユキヒョウとモンゴル遊牧民のコン
フリクト：オーラルヒストリーで読み解く目撃・遭
遇事故と家畜被害，E-Journal GEO 12（1）： 217–
2 3 2 .  ［ h t t p s : / / w w w. j s t a g e . j s t . g o . j p / a r t i c l e /
ejgeo/12/2/12_217/_pdf/-char/ja］．

相馬拓也　2017b. アルタイ山脈のユキヒョウPanthera 
unciaをめぐる保全生態の試み―生態観察・獣害
対策・伝承知の複合型生物誌の展開から．ヒトと動
物の関係学会第23回学術大会（抄録）： 26.
相馬拓也　2017c. ユキヒョウとモンゴル遊牧民―ア
ルタイ山脈における目撃・遭遇事故と家畜被害をめ
ぐる地域社会の葛藤．日本地理学会2016年度春季
学 術 大 会（抄 録）Session ID: 704. ［https://www.
jstage.jst.go.jp/article/ajg/2017s/0/2017s_100051/_
article/-char/ja/］．
相馬拓也　2017d. ユキヒョウの民俗学―希少動物と
の共存をめぐる西部モンゴル遊牧民の民間伝承．日
本文化人類学会2017年度学術大会抄録： 77. 
［https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasca/2017/0/2017_
A21/_pdf/-char/ja］．

Colorado, A. and Ryshulova, N. 2016. Shamanism in Cen-
tral Asian snow leopard culture. In: Snow Leopards, eds. 
T.M. McCarthy and D. Mallon. London: Elsevier: 205–
209.

Fox, J. L. 1989. A Review of the Status and Ecology of the 
Snow Leopard. International Snow Leopard Trust. http://
www.snowleopardnetwork.org/bibliography/Fox_1989.
pdf （last accessed 12 March 2018）．

Hemmer, H. 1972. Uncia uncia. Mammalian Species 20: 
1–5.

Jackson, R. and Hunter, D.O. 1996. Snow Leopard Survey 
and Conservation Handbook （2nd edition）．Colorado: 
International Snow Leopard Trust, Seattle, Washington, 
U.S. Geological Survey, and Fort Collins Science Center: 
154, appendices.

Li, J., Yin., H, and Lu, Z. 2016. Tibetan Buddhist monas-

tery-based snow leopard Conservation. In: Snow Leop-
ards, eds. T. M. McCarthy and D. Mallon. London, Else-
vier: 200–204.

Loginova, I. 2016. The snow leopard in symbolism, herald-
ry, and numismatics: The order “Barys” and title “Snow 
Leopard.” In: Snow Leopards, eds T. M. McCarthy and 
D. Mallon. London, Elsevier: 214–217.

Mallon, D. 1984. The snow leopard in Ladakh. In: Interna-
tional Pedigree Book of Snow Leopards, vol. 4. Proceed-
ings of a Symposium, ed. L. Blomqvist. Krefeld, Snow 
Leopard Trust: 23–37.

Mallon, D. and Chering, N. 1988. A conservation program 
for the snow leopard in Kashmir. In: Proceedings of the 
International Snow Leopard Symposium, vol. 5, ed. H. 
Freeman. Seattle: International Snow Leopard Trust and 
Wildlife Institute of India: 207–214.

McCarthy, T. M. and Mallon, D., eds. 2016. Snow Leop-
ards. London: Elsevier.

Mock, J. 2016. Snow leopards in art and legend of the 
Pamir. In: Snow Leopards, eds. T.M. McCarthy and D. 
Mallon. London, Elsevier: 210–213.

O’Gara, B. W. 1988. Snow leopards and sport hunting in the 
Mongolian People’s Republic. In: Proceedings of the In-
ternational Snow Leopard Symposium vol. 5, ed. H. 
Freeman. Seattle, Snow Leopard Trust and Wildlife Insti-
tute of India: 215–225. http://www.snowleopardnetwork.
org/bibliography/OGara_1988.pdf （last accessed 12 
March 2018）．

Rieger, I. 1980. Some aspects of the history of ounce 
knowledge. International Pedigree Book of Snow Leop-
ards, Proceedings of a Symposium, vol. 2, ed. L. 
Blomqvist. Krefeld, Snow Leopard Trust: 1–36.

Tedlock, B. 2005. The Woman in the Shaman’s Body: Re-
claiming the Feminine in Religion and Medicine. New 
York, Bantam Books.

WWF Mongolia Country Office. 2000. Snow leopard man-
agement plan of Mongolia （draft）．WWF: 1.

〈著者略歴〉
相馬　拓也（そうま　たくや）
現在，早稲田大学高等研究所講師．ロンドン大学東洋アフリカ研究学院 （SOAS）修士課程修了，早稲田大学大
学院文学研究科博士後期課程満期退学．カッセル大学エコロジー農学部客員研究員を経て現職．博士（農学）．
人文地理学，生態人類学，民族鳥類学，ヒトと動物の関係誌（HAI）を専門とする．主著：『鷲使い（イーグル
ハンター）の民族誌―モンゴル西部カザフ騎馬鷹狩文化の民族鳥類学』（2018年ナカニシヤ出版）．


