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早稲田大学 高等研究所 助教 

（助成当時: カッセル大学 エコロジー農学部 客員研究員） 

相馬 拓也 

 

1．本調査研究の内容・目的・期間・方法 

 

【内容】 モンゴルの遊牧民は、過酷なステップ地帯で暮ら

すための「生活術」「自然災害対処」「草原資源の有効活用」

などの「生態学的伝統知」(traditional ecological knowledge: 

TEK)を数千年に渡り培ってきた。茫漠とした草原世界に社

会を存続させ、強大な遊牧帝国を築き上げた礎は、卓越し

た「環境適応力」と「生存能力」にあったといえる。そのため

本研究では、遊牧社会で独自に培われた無形の知恵、技術、

伝承、行為、信仰などの伝統知に脚光をあて、遊牧社会を

現在に存続させた知的源泉の中枢を再評価するための基

礎研究を実施した。 遺跡・遺物などの物理現象ではなく、

遊牧文明に潜在する無形文化の伝統知の体系化を試みた。

考古学的痕跡が寡少な北アジアの文明興亡史のなかで、

TEK の記憶の記録は、これら地域の過去と現在をつなぎ、

民族考古学が新たな役割を発揮できる要請度の高い領域と

考えられる。 

【目的】 モンゴル遊牧民の「家畜管理技術」「自然災害対

処」「環境適応」「草原資源の有効活用」などの生活術の

TEK は、現代社会にとっても有益な展望と問いかけが得ら

れることから、申請者は以下の目的意識を醸成した。 

(1)  考古学だけでは解明しがたい、古代遊牧世界における

暮らしと生存戦略の文脈を、民族考古学・生態人類学

の手法により色鮮やかに解明するため。 

(2)  草原を生きぬくために、数千年の生活で養われた伝統

知の体系を「無形文化遺産」としてとらえ、草原の遊牧

文明が人類史に果たした知的貢献を再定義するため。 

(3)  生態学調査により計数化・視覚化された知見を、考古学

解釈にも応用可能な「計量民族誌」として整備するた

め。 

本研究は、建築史的・物理的痕跡により定義された「文明

観」を、無形文化と伝統知の地平による再定義に挑戦する意

図も持つ。  

【方法】 本調査研究では、牧畜民・定住者世帯（HHs）の居

住地や環境のおおきく異なる以下 4 つの主要調査地(Study 

Site: SS)で、TEKを横断的に収集した。 

SS1: ウブルハンガイ県アルバイヘール周辺 

SS2: アルハンガイ県チョロート郡 

SS3: ホブド県ボルガン郡 

SS4: バヤン・ウルギー県ウルギー市周辺 

調査手法として、以下1. 社会調査、2. 計量民族誌、3. 考

古学解釈、の 3つの体系に注目した。 

(1) 社会調査系統： 半構成的インタビュー／参与観察 

バヤン・ウルギー県、ホブド県、アルハンガイ県で合計約

70日日間の住み込み滞在を行った。滞在中、近隣の牧畜従

事者からコンセントを取得し、アンケートを用いた「構成的イ

ンタビュー」にもとづき、地域の長老を含む対象世帯

(n=51HHs)を選出した（横断調査）。また、遊牧に熟練した古

老へのインタビューを行い、伝統的な「家畜管理・飼養技

術」「災害回避」「環境適応」について聞き取りを行った（縦断

調査）。 

(2) 計量民族誌系統： 家畜管理方法と行動分析 

各世帯の家畜所有頭数、種別構成率、子畜再生産率、年

間消費数、管理方法などを、聞き取り調査で特定した。日帰

り放牧での牧夫と家畜の行動分析は、ヒツジもしくはヤギの

平均的な個体（群内平均順位）を選定し、その首に GPS 発

信機（Garmin社製品Map62s、iGotU社製品GT600など）を

取り付け、一日の移動距離、行動範囲、歩行・静止比率など

を追跡した。 

(3) 考古学解釈系統： 草原考古学／現代遊牧社会のため

の解釈とデータ整備 

考古学調査については、既存の遺跡や発掘報告のデー

タベース化を行い、一部は巡検等を行った。看取された風

習や特徴を、遊牧社会の社会調査の民族誌にもとづき、民

族考古学的な解釈を行った。 

(4) 共同調査 

ウルギーの行政政府と関係諸機関、地域の有力牧夫など

からの情報収集の必要から、モンゴル国立大学 S. バトトル

ガ教授（専門：文化人類学）と、各種情報および資料収集を
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共同で行った（共同調査の経費は会計報告書に計上、成果

は共同論文として文末に記載した）。この共同調査により、ア

クセスが困難な各行政諸機関・組織へのインタビューが実

現した。 

【期間】 本調査では現地フィールドでの科学的データの収

集に重きを置くため、助成期間中 2 回のフィールドワークに

より、合計81日間の臨地調査を実施した。 

(1) 第1回フィールドワーク調査:  

2015年6月30日～8月21日（53日間） 

ホブド県ボルガン村(SS3)を拠点に、近隣のマルチン家族

への訪問を通じて、TEKの構成的インタビューを行った。バ

トトルガ教授との第1回共同調査（8月1日～8日）を行った。

またウブルハンガイ県アルバイヘール周辺(SS1)およびア

ルハンガイ県チョロート群(SS2)でも伝統知の収集および家

畜体尺や集乳量等の測定調査を行った。 

(2) 第2回フィールドワーク調査:  

2015年9月13日～10月9日（28日間） 

ウルギー市(SS4)を拠点に、第 1 回フィールドワークを継

続し、アルタイ村、トルボ村、アルタンツォグツ村など調査を

実施した。また SS1を短期間で再訪し不足データを補った。 

【期待される成果】  

(1) 草原考古学の研究に、計数化された生態調査と計量民

族誌データと独自の解釈を提供し、モンゴル～中央ユーラ

シアの古代遊牧社会の価値と世界観の再構築に貢献するこ

とができる。 

(2) 考古学的痕跡が限定された地域、例えば「北方ユーラ

シアの考古学研究」などで、考古学と社会調査法・生態学を

横断する調査分析の方法論を確立できる。 

(3) 識者・長老が減少する現在において、モンゴル固有の

伝統知（TEK）を収集し、伝統文化保護に貢献できる。 

(4) 文明興亡史の研究における社会調査法・生態学の有用

性を提起し、領域を横断した学際研究の嚆矢を放つことが

できる。 

 

2．当該研究の状況： 

先学および自身の研究により 

既に解明されていること、いないこと 

 

本研究は、モンゴルの文化人類学・考古学・地域研究の

流れに位置づけられる。モンゴル研究ではおもに歴史系、

文化人類学系での研究の集積がある。しかし、伝統知(TEK)

は「民族誌研究」「ゾドの研究」などで触れられることはあっ

たが、個別具体の領域として研究対象になることはほとんど

なかった。そのため著者は 2012年 4月より西部モンゴルで

伝統知研究に着手しており、地域の長老やベテラン牧夫か

ら若干のTEKを収集した。また牧畜活動従事者の具体的な

生活水準や家畜所有数はモンゴル全土でも判然としておら

ず、一部地域に限ってこれをあきらかとした。 

モンゴル遊牧民の伝統知の解明は、現代社会そして古代

世界の双方にとって多くの示唆をもたらし、かつ遊牧離れの

進む遊牧民とコミュニティの再付加価値を促す社会力学の

醸成に貢献できると考えられる。 

以下で、本調査により得られた新たな知見と結果の概要

を部分的に示す。紙幅の都合があり、考古学解釈、行動分

析、GIS 分析などの一部については本報告では割愛し、

2016 年度以降の論文雑誌等への公開をもって報告に替え

ることとする。※本報告では紙幅制限のために参考文献は割愛し、得られたデータと結果を中

心に述べた 

 

 

3．フィールド調査の結果 (1) 

家畜管理の基礎調査 

 

3.1. 家畜の所有、出生・死亡、消費行動にかかわる傾向 

本報告では総所有家畜群規模(TLP)に応じて便宜上、大

規模家畜群所有者(TLP<201頭)を「Lh世帯」、中規模家畜

群所有者(TLP101~200頭)を「Mh世帯」、小規模家畜群所

有者(TLP100頭<)を「Sh世帯」と以下区別する。以下、

SS3（ホブド県ボルガン村）の結果を中心に報告する。 

(1) 五畜の雌雄比： SS3 に居住する 47 世帯の所有家畜を

参照すると、五畜（+ヤク）全体の雌雄比はオス個体37.6%／

メス個体62.4%となった（図1）。内訳でみると（図2）、ヒツジ、

ヤギ、ウシの 3 種類は生活における食肉・集乳源であること

から、オス個体比34.8～37.4%とかなり近い値となった。 

ウマ、ラクダはオス個体比 62.1~63.0%とメスを大幅に上回

り、明らかに雌雄比で逆転する傾向がみられた。両者のオス

個体は乗用にされ、牝馬は馬乳酒のために搾乳される。し

かし、SS3では馬乳酒の生産と搾乳は、Mh、Sh世帯ではほ

とんど確認されなかった。またラクダの搾乳も確認されなか

った。 

ヤクのみオス個体比 5.3%となり、所有されるヤクのほとん

どが、搾乳を目的としたメスであることが確認された。このよ

うに、SS3 では搾乳を目的としたメス個体の所有に重きが置

かれた群編成になっていることが明らかとなった。 
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(2) 出生率・死亡率： 家畜の粗死亡率(CDR: 頭／1,000 頭)（災

害時以外での）を 2 年間の平均で割り出したところ、ヒツジ

23.3頭／ヤギ 8.4頭／ウシ 9.9頭となった（表 1）。粗出生率

との比率から、ヒツジがやや高い死亡率を示した。年齢別に

家畜の死亡数を特定したところ（図 3）、オス個体は J2（生後

3～6 ヵ月）と若年期（12～24 ヵ月）での死亡率が高くなって

いる(P<0.05)。メス個体では若年期の死亡率が高い(P<0.05)。

このことから、家畜群は雌雄に限らず生後 12～24 ヵ月齢の

個体にケアが必要であり、とくに雄個体は生後 6 ヵ月齢まで

に集中的なケアが必要と考えられる。 

出生時の多胎児と堕胎頭数（頭／1,000 頭）についても調べたと

ころ、多胎児がヒツジ 6.99 頭／ヤギ 16.4 頭、堕胎がヒツジ

28.9頭、ヤギ30.1頭となった（表1参照）。SS3では多胎児ヒ

ツジよりもヤギが 2倍程度高い数値となった。堕胎は全出生

個体の 3.0%前後と考えられる。 

(3) 家畜の年間消費数と傾向： 家畜の年間食用消費数を

階層別で調べたところ、Lh 世帯 21.9±1.8 頭／Mh 世帯

20.9±2.9頭／Sh世帯 13.1±1.2頭となり、階層間で有意差は

みられなかった(P>0.05) （図4）。しかし、家畜出生率では有

意な差がみられることから、Sh世帯が家畜消費の面でとくに

困窮している現状が推測される。 

 消費される家畜の種別・年齢・性別の傾向を調べたところ、

雌雄に関係なく満年齢 4 歳の個体が食用として好まれてい

る傾向がみられた（図5）。またオス個体がメスの1.94倍消費

されており、全体の割合はオス66.1%／メス33.9％となり、家

畜群の雌雄率とほぼ逆の比率となった。このことから、食生

活のなかでオス個体への高い依存度が理解される。とくに

去勢したオス個体の肉の味を好む意見が生活のなかでよく

聞かれた。 

 

3.2. 家畜の産乳量 * 以下すべてmean±S.E.で表記 

(1) ウシ： SS3 では 5 頭の搾乳個体から、1 日平均

24.9±0.81ℓ と推定された。朝夕ごとの平均は朝 12.9ℓ／夕

12.0ℓ と算出された（表 2）。ウシ 1 頭当たりの平均産乳量は

4.98ℓとなった。 

(2) ヒツジ・ヤギ： モンゴル全域でヒツジ・ヤギは混群でまと

めて搾乳される。SS3の3世帯（SN01～03）の集住宿営地で

4日間の簡易測定を行ったところ、搾乳個体は3世帯合計で

ヤギ 114 頭、ヒツジ 14 頭の合計 124 頭が搾乳され、毎日

31.0±2.52ℓ が集乳された（表 3）。世帯毎で所有頭数にばら

つきがあるため、SN01: 8.3ℓ／SN02: 8.8ℓ／SN03: 13.9ℓとな

った。ヒツジ・ヤギ 1 頭あたりの平均産乳量は 0.24 ℓ となっ

た。 

ヒツジ・ヤギ・ウシともに、得られた産乳量はモンゴルでは

平均的な水準と考えられる。例えば SN03 世帯では、牛とヒ

ツジ・ヤギの 1日の合算集乳量は平均約 38.8ℓ となり、夫婦

および小学生2人、幼児1人の5人のこの家庭を支えるうえ

で十分な集乳量と考えられる。 

(3) ヤク： SS2アルハンガイ（2世帯集住）ではヤクの多頭飼

育をしていることから、集乳量を計測した（表 4）。所有個体

全 92頭のうち搾乳個体は 37頭で、1日平均 48.6±0.88ℓの

集乳があった。ただし、1 頭当たりの産乳量は 1.31±0.02ℓ と

なった。 

ヤクはアルタイではとくに Sh 世帯に所有される傾向があ

る。搾乳も行われるが、産乳量は乳牛の 1/4程度とそれほど

多くはない。またゾドでの死亡率もウシ以上に高いとの回答

を多数得ており、ウシを所有できない世帯の補助的な家畜と

しての意味合いが強い。しかしアルハンガイではヤクの多

頭飼育は Lh 世帯でもみられることから、ヤクがモンゴル東

西でかなり異なる役割があきらかとなった。 

 

3.3. 牛体測定値 

モンゴルで 50 頭以上におよぶヤクの多頭飼育は、アル

ハンガイ県やウブルハンガイ県などでみられる地域特有の

形態であるため、その特異性から体尺測定を行った。SS1

（AN氏）でヤク47頭（♂: 6頭／♀: 41頭）の体尺を測定した。

西部モンゴルと同様に、乳利用目的のためのメス個体が大

部分を占めている。ヤクの水平長と体高測定の回帰分析を

みると、種雄ヤクと、ヤクと牛の種間混血ハイナグ(♂)の体格

が、他個体にくらべて飛びぬけておおきな値となっている

（図 6）。雄個体が少なかったため、明確な雌雄比は求めら

れなかった。 

 

4．フィールド調査の結果 (2) 

環境適応力と減災術の伝統知 

 

4.1. 減災と雪害予知の伝統知 

モンゴルでは７～10 年間に一度起こるとされる「寒雪害

（ゾド）」の対処を念頭に、草原での生存術が編み出された。

ゾド被害を拡大させる要因を要約すると、「極度の低温と牧

草資源の欠乏」「豪雪および長引く多雪」が多重発生するこ

とがあげられる。ゾドの予兆を感知する伝統知は現在、地域

の長老のあいだでもわずかに伝わるだけとなっている。本

調査地では、気候、草原の状況、家畜の状態などからゾドを

予知する知覚が若干確認されたため、その一部を以下に列

挙する。 
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* 季節外れのとても細い三日月がでるとゾドになる 

* 下降気流が冬におこるとゾドになる 

* ニガヨモギ “アグ агь” (Artemisia absinthium L.) が草原

に繁茂し、背が高く成長するとその年は豪雪になる 

* 紅葉が木の根元からはじまる年はゾドになる 

* 草原の枯草が風に飛びやすいとゾドとなる（根が短くなっ

ているため）  

* 家畜の腹回りの毛が濃くなるとゾドになる 

* 家畜を屠殺したとき、胃袋から大量の草が見つかるとゾド

の予兆（冬支度の草を大量に食べているため） 

* 家畜が山頂ではなく、山麓に草を求めに行くとゾドとなる  

* タルバガン(Marmota sibirica) が巣の入口に雪よけの石

を積むと豪雪になる 

* 黒いタルバガンが例年よりも 5日間程度早い 9月 10～15

日頃に冬眠に入ると、その年はゾドになる 

 

4.2. 災害対処の適応戦略 

ゾドによる家畜への牧草・乾草不足と大量死への対処とし

て次のような対処方法が聞かれた。 

* 家畜のレスキュー・フードとして“ウリアス улиас” (ヤマナ

ラシ Populus tremula L.)の木の皮を与えた 

* 牛へのレスキュー・フードとして馬の糞“シリン・ホモル”を

与えた 

* 痩せた家畜から先につぶして食べた（“мал цэвэрлэх”= 

「家畜を浄化する」の意） 

* 家畜厩舎に（家畜の蹄が凍えないように）塩をまいた 

* 馬は良い草地をみずから探し出すため、馬の行った場所

に移動／オトルをした 

遊牧コミュニティには「小家畜(Бог мал)には草を与えよ、

大家畜(Бод мал)には放牧させよ」という格言が伝わり、家畜

管理のローカルな指標ともなっている。遊牧民は生活域と各

家庭に限られたリソースを有効利用し、家畜の防衛に心を砕

いたことがうかがわれる。 

また注目すべき事実として、遊牧民の多くがゾド災害

による家畜や生活への被害について、それほど後に引い

て心理的負担としていない精神的強靭さもうかがわれた

（図7）。牧畜従事者から、「自然災害なのだから問題ない」

(n=14)とのポジティブ・フィードバックも比較的多く得ら

れた。また「ゾドの後は（家畜の数が減少するため）牧

草の生育が良好になる」(n=12)、「ゾド災害後は家畜の病

気罹患率が減る」など、自然淘汰を肯定する遊牧民独自

の環境観も聞かれた。いわばモンゴル遊牧民は、定期的

に起こるゾドを生活の一部として能動的に受容し、酷寒

の大地と過酷な自然環境に寄り添う環境変化の受動者と

してみずからを客体化している結果と考えられる。 

 

5．フィールド調査の結果 (3) 

計量民族誌による家畜管理方法の分析 

 

5.1. アクトグラムによる放牧活動の行動分析 

日帰り放牧は遊牧民のあいだでも実践が消極化する傾向

にあり、地域差がみられた。例えばSS3では熱心に日帰り放

牧が行われるが、SS1、SS2、SS4 では伝統的に行われない

地域や世帯もみられた。そのため、まとまったデータが収集

できた SS3の事例のみ概要を述べる。 

SS3 での日帰り放牧の観察結果から、担当牧夫の日帰

り放牧 8 日間をアクトグラフにまとめた本報告では、代

表的な図を掲載した（図8）。日帰り放牧の時間は、Lh世

帯で平均8時間 12分、Mh/ Sh世帯で平均6時間 39分、

Sh世帯で 4時間 15分となり、階層間で有意な差がみられ

た (P=0.00003<0.05) （図9）。担当牧夫の活動／非活動比

の平均は活動45.2%／静止54.8%となり（図10）、一日の

半分以上を座ったり、寝たりして過ごしている放牧態度

があきらかとなった。また、TLPの差（Lh／Sh世帯間）

による労働態度（積極介入／非積極介入）の相違がみら

れた。TLP と日帰り放牧の活動率（時間・距離）は強い

正相関の関係にあり(r =0.89)、Lh世帯では活動的となる

が、Sh世帯による日帰り放牧は短時間・短距離化し、省

力的な行為に形骸化する傾向もみられた。 

以上のようにアクトグラムを用いて遊牧民の日帰り放

牧を可視化することにより、地域の放牧環境や放牧態度

を数理的に理解することに有効性が確認された。 

 

5.2. 家畜の採食範囲と歩行計測 

SS3で家畜群の採食範囲と歩行距離を計測したところ、

ヒツジ・ヤギ群 (S/Gf)は1日平均約16.1～17.3km歩行し、

世帯間・地域間による有意差はみられなかった 

(P=0.399>0.05) （図 11）。ただし、家畜の管理歩行／非管

理歩行の割当距離・時間比はLh世帯 87.3%：12.7%／Sh

世帯 52.4%：47.6%と算出され、社会階層間で有意差がみ

られた(P<0.05)。これは日帰り放牧に費やす時間と相関関

係にある。そのため、被管理群を日中しっかりと放牧し

（約 16km前後）、帰巣後の無駄な採食行動と特定地域へ

の食圧増加を抑えるべき課題があきらかとあった。 

SS1 夏牧場での集住宿営地で、とくに放牧圧が高まる

コアゾーンを 4 日間計測したところ、宿営地点から範囲
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約 1.12㎢、外周囲約4.46kmのエリアと特定された。ただ

し、数日間に一度ヒツジ・ヤギ群、ウシ群ともにこの範

囲からおおきく外れた採食地に自発的に向かう傾向もみ

られた。そのため、コアゾーンの牧養力と草原資源に応

じて、家畜も採食地を自発的に選択していると考えられ

る。日帰り放牧の省力化は、こうした家畜の本来持つ適

応力に依存的に成立している一例が示された。 

 

6．遊牧文明史観への応用 

 

6.1. 古代遊牧生活の解釈 

本調査ではモンゴル国内、中国内蒙古自治区、新疆ウイ

グル自治区の各地で発掘された古墳群（22 ヵ所）のデータ

ベース化を行い、遊牧社会の定量的データから民族誌的解

釈を試みた。解釈や研究結果は 2016～17 年度にかけての

査読誌に掲載し、以下では解釈の一例をあげるにとどめる。 

(1) 動物殉葬体の解釈: 天山山脈北麓（現、伊梨カザフ自

治州ニルカ県）のジリントカイ古墓地(JRT)では、半数以上の

死者（67基のうち27基からヒツジかヤギの脊椎骨が7～8つ

がつながった状態で発見された（JRT-M130/ M132）。この肉

は死者の頭の左側（北側）に直接置かれるか、小さな壺のな

かに入れられて副葬された。脂ののったこの部位は、いわ

ゆるテンダーロイン(Lumber Vertebrae～Thoracic Vertebrae)と

して重宝されている。葬送に際して羊を屠り、この部位をお

そらく調理して死者へ「お供え」されたと思われる。こうした

家畜の骨付き肉を副葬する風習はその後、伊梨河上流域の

全域の葬送儀礼に定着している。 

また同地では、地域ではじめて馬の殉葬体が確認された。

墓室内に死者とともに馬を埋葬する「殉葬馬」の儀式が、4 ヵ

所の墓で行われた（JRT-M116/ M152/ M179）。これら 3人の

死者のうち、1 人は女性であった。とくに馬の全身を墓穴に

死者と共に陪葬することを考えると、騎馬習慣の確実な痕跡

とともに、馬と人の精神的なつながりが、すでに日常のかな

り深くまで浸透していたと考えられる。 

内蒙古の古墓遺跡群でも家畜殉葬は行われ、1人に対す

る平均埋葬数は 10.5頭と算出された。これは上述 SS3の遊

牧民1世帯の年間家畜消費量21.9～13.1頭から考察すると、

その半数が故人に手向けられたと推測される。 

(2) 被葬者の平均寿命: JRT 墓地と近接するチョンコク古墓

地(CKK)で弔われた男女の比率は 6.2 : 3.8、平均寿命は男

性が 26.8±2.2歳、女性が 27.9±2.0.歳と算出された。3,000年

前の遊牧社会では、人間の人生は 30 歳程度で終えられた

ものと推測される。CKK墓地から約 400～500年後の、同地

にあるスドンブラク古墓地(SDB)では男女比 6.1 : 3.9、平均

寿命は男性34.1±2.9歳、女性31.5±2.4歳となり、平均寿命が

20%程度伸びた可能性がある。ただし依然として女性の早

逝がみられ、出産等の身体的負荷が原因で、女性が短命に

その命を終えることも多かったと推測される。農耕によらない

牧畜活動従事者は、過酷な労働と食生活により、短命であっ

たと推測される。モンゴルの1960年時点の平均寿命48.3歳

であり、日本でも 1890年代の平均寿命は、男性 42.8歳、女

性 44.3歳程度であった。遊牧社会は古代からの 3,000年間

で 20 歳程度しか寿命が延びておらず、短命かつ人口再生

産率の高い社会であったと推測される。 

(3) 農耕と遊牧の互恵性: 「遊牧民」の世界と考えられがち

なアルタイ山脈～天山山脈にかけて、多数の農耕具（鎌、鍬、

石臼など）が発見されている（※図版は紙幅の都合で割愛し

た）。本調査でも、地域の博物館資料から多数の農耕具の

写真・画像を記録した。実際には、巨大な組織と人員を要す

る遊牧文明に、穀物の安定供給も不可欠だったと解釈され

る。現在はモンゴル全土で小規模な農業がおこなわれ、とく

に SS4（サグサイ村）では、モンゴルでもっとも高い場所でジ

ャガイモ栽培がおこなわれている。そのため「遊牧と農耕」と

いう、いわば言説化された二項対立ではなく、両者がつね

に寄り添い、折衷し合いながら継承発展した可能性が指摘

される。 

現代の遊牧社会を読み解くことで、遊牧民と動物の関係、

特定の儀礼・思想の淵源が求められ、遊牧民の文化の奥ゆ

かしさや、過去と現在の連結を科学的言説として語ることも

可能と思われる。また、古代世界にもより色鮮やかな解釈を

提示することが可能となる。それは、古代から連綿と続く遊

牧社会の言説の証明ともなり、遊牧文明興亡史に新たな解

釈と考えを提示できると考えられる。 

 

7．本研究課題の社会的意義 

無形文化遺産としての持続性と保全 

 

本研究は次の 2 つの目的にもとづき遂行された。まず

(1) 現代の遊牧社会を数理的に把握すること、(2) 遊牧文

明の興隆をささえた伝統知を集約すること、(3) 得られた

知見をもって、現代社会と古代との文化的連続をひも解

く鍵として考古学資料を再考し、遊牧社会の淵源と文化

的深淵性を解明すること。そのため社会調査の手法によ

り、遊牧文明と現在社会の有意な連続と歴史的深淵を描

き出した。また計量民族誌調査の手法.により、現代遊牧

社会の現状を描き出し、(1) 草原・畜産資源の持続的活用、

(2) 自然災害との対峙と減災、に有効性が認められる知見

を収集した。 
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本研究は、「有形文化」「物理的痕跡」を追求する考古

学を強化・補完する領域として、民族考古学（生態・畜

産系）の手法を最大限に活用し、無形かつ口承の伝統知

の体系化に一定の貢献ができたと考えている。 

本調査により、モンゴル遊牧社会に伝わるゾド災害の

予知やその対処のTEKが、現在もわずかながら地域の生

存戦略として継承・実践されていることがあきらかとな

った。そして遊牧民たちは、自然災害や環境変化を能動

的に自らの生活の一部として定義する環境レジリエンス

をつちかっている。いわばこうした精神的強靭さこそが、

酷寒の山岳草原を生き抜く生存戦略の一部を形成してい

ると考えられる。遊牧文明を定義する核心とは「無形文

化」であり、それは過酷な自然環境での生活技法の改善・

適応・刷新の絶え間ない連続により支えられたのである。

しかし、現在は若者の“遊牧離れ”が深刻な問題となり、

若者人口の流出による伝統的な牧畜コミュニティの崩壊が

進んでいる。そのため、コミュニティ内の相互扶助と互助関

係が停滞し、ゾドの被害を拡大させる一因にもなっている。

本調査で得られた伝統知 (TEK)の記録と継承は、将来的

に地域に内在する知的資源の再付加価値化をうながすこ

とができる。「誇りの再構築」を通じた牧畜社会の文化的

深度の再定義を敷衍することこそ、遊牧文明を今後も持

続発展させる突破口になると考えられる。 

本調査研究「北アジアの遊牧文明をささえた伝統知

（TEK）の再構築と継承性の民族考古学」（平成27年度 若

手研究助成）は、上記の目的意識を意義の探究に貢献し、

今後も遊牧社会の過去、現在、未来をひもとくために研

究を遂行してゆく。 
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表2　ボルガンSS3でのヒツジ・ヤギの集乳量*

ヤギ ヒツジ 合計 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日

SN01氏 34 3 37 7.0 9.3 9.8 7.1 8.3

SN02氏 26 4 30 9.8 9.8 9.8 6.0 8.8

SN03氏 54 7 61 16.39 14.3 14.6 10.4 13.9

合計： 114 14 128 33.1 33.4 34.2 23.5 31.0

1頭当たりの平均産乳量： 0.26 0.26 0.27 0.18 0.24

* 3世帯合計成畜215頭、幼畜98頭

表3　ボルガンSS3でのウシの集乳量

搾乳個体 (頭)

ウシ 合計 7月14日 7月15日 7月16日

SN03氏 5 5 朝 12.4 12.1 14.3 12.9

5 5 夕 11.1 12.8 12.0 12.0

合計： 23.5 24.9 26.3 24.9

1頭当たりの平均産乳量： 4.70 4.98 5.26 4.98

表4　アルハンガイSS2でのヤクの集乳量

搾乳個体 (頭)*

ヤク 合計 7月8日 7月9日 7月10日

SS2氏 37 37 朝 24.3 26.3 27.7 26.1

37 37 夕 22.8 22.1 22.5 22.5

合計： 47.1 48.4 50.2 48.6

1頭当たりの平均産乳量： 1.27 1.31 1.36 1.31

* 成獣所有数全92頭のうち搾乳個体37頭

7/10夕は平均からの補正値

対象世帯
搾乳

時間

測定日 世帯平均

(kg)

対象世帯
搾乳

時間

測定日 世帯平均

(kg)

対象世帯
搾乳個体 (頭) 測定日 世帯平均

(kg)

表1　粗出生率・死亡率など［年間／1,000頭あたり］

ヤギ ヒツジ ウシ

粗出生率 CBR 458.9 592.3 486.8

粗死亡率 CDR 8.4 23.3 9.9

双子／三つ子 16.41 6.99 （未特定）

堕胎 30.17 28.94 （未特定）
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