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調査報告

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―

Conflicts between Snow Leopard and Mongolian Nomads: 
Oral History about Experience of Encounter Accident and Livestock Predatory

相馬　拓也
SOMA Takuya

（2017年6月8日受付　2017年9月12日受理）

モンゴル国内には現在600～900頭前後のユキヒョウが生息すると考えられている．特に西部地域のホブド県，
バヤン・ウルギー県では，ユキヒョウと遊牧民の目撃・遭遇事故，家畜被害が多数報告されている．こうした「ユ
キヒョウ関連事故」は2014年を境に急増し，遊牧民も家畜襲撃被害に対して，ユキヒョウを私的に駆除する応酬
的措置が複数確認されている．本調査では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名の遊牧民から遭遇体験や「ユキヒョウ
関連事故」についての遡及調査，履歴調査の構成的インタビューを実施した．両者間関係の改善には遊牧民側の放
牧態度や保全生態への姿勢のあり方にもあり，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
は，ユキヒョウの保全生態の観点からも最重要課題といえる．

There is potentially 600–900 population of snow leopards living in Mongolia. Especially, a plenty of eyewitness, encounter, 
and livestock predatory has been reported in Khovd and Bayan-Ulgii Province. Such kind of “snow leopard accident” was dra-
matically increased from 2014. In contrast to this situation, some of retributive illegal killing are still happened against live-
stock predatory. To create well-being relationship between snow leopard and local nomadic herders, this research mainly focus 
of actual situation about “snow leopard accident” among the nomadic society. The fieldwork was carried on from 19th July 2016 
～22nd August 2016, with structured interview (hysteresis and retroactive research, documentation of oral history) to 117 infor-
mants living in vicinity of snow leopard’s dwelling at Mt. Jargalant, Mt. Bonbut, and Mt. Munkh-Khairkhan. Herder’s attitude 
for ecological conservation and animal grazing is also key issue to create sustainable co-existence with nomadic herders and 
snow leopards.
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I　はじめに

モンゴル西部に広がるアルタイ山脈には古来，希少
動物のユキヒョウPanthera uncia（図1a～c）が多数棲
息している．それはかつて「山の亡霊」とも畏れられ，
遊牧民はその棲息を妨げることを差し控えてきた．長
年ユキヒョウのかたわらに暮らした遊牧民でも，その
姿を目にしたことのない人物はいまだに多い．ユキ
ヒョウは中央ユーラシアの山岳地帯にのみ生息し，全
個体数は約4,500～7,500頭と推定されている．その棲
息国は11カ国（モンゴル，カザフスタン，キルギス，

中国，タジキスタン，アフガニスタン，ネパール，
ブータン，パキスタン，インド，ロシア）にまたがっ
ている（WWF Mongolia Country Office 2000: 1）（図2）．
調査対象地のモンゴル国内の生息数には確定された定
説がないが，500～1,000頭前後と推測されている．こ
れは全ユキヒョウ個体数の11.1～13.3%に相当する．
2000年代のはじめまで，棲息域外では約600頭が動物園
などで飼育されていた （Dexel 2002: 5）．しかし，2008

年時点の飼育下個体数は，世界205カ所の動物園など
で445頭（♂206頭／♀239頭）と減少の傾向にある
（Blomqvist 2008: 50）．人為的環境下でのこれまでの飼
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育個体数は，1891～2007年の116年間で2,703頭（♂
1,230頭／♀1,256頭／不明217）と記録されている
（Blomqvist 2008: 175）．インドのラダック州を参考にす
ると，ユキヒョウのライフサインは標高3,400～5,300  

mの高地で確認されている（Mallon 1988）．ただし，
モンゴルやロシアでは標高600 mの低地でも棲息・活
動が確認されることがある （Sunquist and Sunquist 2002）．
ユキヒョウの棲息圏は中央ユーラシアの山岳地帯に限
定された1,230,000 km2とされる．モンゴル国内では，
ユキヒョウ棲息適地は130,000 km2とされてきたが （Bold 

and Dorzhzunduy 1976），1980年代にMallon （1984）の
研究をもとに算定した90,000 km2 （Jackson and Hunter 

1996: 9）が，現在では定着している．
ユキヒョウの保護は，IUCN （国際自然保護連合） の

レッドリストに初めて登録された1972年から本格的に
始まった．その後1975年制定の「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の国際取引に関する条約」 （ワシン
トン条約CITES）では，附属書 Iに含まれるすべての

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 (taken in March 2017, by Takaaki Inada)

図2　ユキヒョウの棲息国
出典： Jackson et al. (2004)

Fig. 2　Snow leopard population range
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国際的な取引の禁止対象となった（Jackson et al. 2010: 

420）．モンゴルはかつて唯一，ユキヒョウの娯楽狩猟
制度であるトロフィー・ハンティングプログラムが存
在した国でもあった．この制度は1995年に消滅したが，
2000年頃までは違法な狩猟は繰り返し行われていたと
考えられている（Dexel 2002: 19）．ユキヒョウ狩りの
解禁期間は1965年時点で，毎年10月16日～翌2月28

日までと明確な猟期が定められていた （Dexel 2002: 18）．
実際，モンゴル国内で1986年に行われたトロフィー・ハ
ンティングでは，ユキヒョウ1頭に対する狩猟対価は
11,200 USDと設定されていた（O’Gara 1988）．つまり
モンゴルでは，この金額が支払われれば「合法的」に
ユキヒョウ狩りを楽しめた過去がある．こうした危機
的な状況を受け，モンゴルで世界自然保護基金（WWF）
と政府がユキヒョウの保護を本格的に始動させたのは
2000年以降のことである．
しかし，保護政策が国策として全国的広まりを見
せる反面，ユキヒョウと地元の遊牧民の関係は，以前
には経験のないほどの緊張関係が生じている（相馬
2017a, b, c）．集中的な保護による個体数の安定とあい
まって1990年代以降，ユキヒョウの生態行動にも変
化が現れている．人間を恐れなくなり，頻繁に人前に
姿を現し，家畜を襲うようにもなった．こうした「ユ
キヒョウ関連事故」（目撃例，遭遇事故，家畜の襲撃
被害） は2010年頃から急激に増加している．家畜被害
の中でも，宿営地（現地名：ホト）まで来て家畜を襲
う例が多数発生していること，また馬の被害が多数出
ていることにより，遊牧民を心理的にも圧迫するよう
になっている．そのため，国内法でユキヒョウ狩りが
完全に禁止された1995年以降にも，遊牧民による家畜
防衛のための私的な報復「ユキヒョウ駆除 retributive 

illegal killing」が複数発生している．こうした地元遊
牧民とユキヒョウのコンフリクトは，2000年の時点で
すでにWWFモンゴルの懸案事項に取り上げられてい
る（WWF Mongolia Country Office 2000: 2）．たとえば
オブス県バヤンズルフでは，2000年にヒツジ5匹と仔
牛2頭を殺された報復としてユキヒョウを殺した牧夫
が逮捕された．このときに支払った罰金は，銃の没収
として10USDとユキヒョウへの補償として160 USD

のみであった（Munkhtsog 2002; Theile 2002）．「ユキ
ヒョウを殺してはいけない．特に利益や金のために殺

してはいけない」（MH-15）（※インフォーマント番号：
「II　対象と調査方法」参照），かつて遊牧民の暮らし
にはユキヒョウ狩りを戒める言葉が広く信じられてい
た．しかし，調査地ホブド県ムンフハイルハン郡で
も，実際には2000年以降も私的に駆除された事例が
複数例確認されている．遊牧民の私怨に由来するこう
した現状は“National Geographic”（2015年2月号）で
も特集され，ユキヒョウの窮状は世界に広く知れ渡る
ようになった．現在，ユキヒョウ殺しは法律による罰
則と罰金が明文化されており，1頭の殺害に対して，
以下の罰金（現地通貨トゥグルクMNT）が科せられ
る（モンゴル動物保護法37条37.2項）．
成獣オス： 11,200,000 MNT（約672,000円相当）
成獣メス： 13,000,000 MNT（約780,000円相当）
幼獣オス： 7,840,000 MNT（約470,400円相当）
幼獣メス： 9,100,000 MNT（約546,000円相当）
このように，ユキヒョウと遊牧民の間にはかつてな
いほどの緊張関係が広がっている．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は，ユ
キヒョウの保全生態の観点からも最重要課題といえ
る．

II　対象と調査方法

上述のようなユキヒョウと遊牧民の非対照的かつ暴
力的な関係の現状を踏まえ，本研究ではユキヒョウと
遊牧民の共生関係の構築に向けた，新しい保全生態の
試みを模索している．特に以下三つの調査系統（以
下，R1～R3）を統合した「複合型生物誌」の調査研究
を展開する．

R1.  アルタイ山脈に棲息するユキヒョウの生態行動
の観察

R2. 遊牧民の家畜被害の現状と獣害対策
R3. 古来の伝承・逸話などの民俗調査

本論では特に，「R2. 遊牧民の家畜被害の現状と獣害対
策」について報告する．具体的には，（1） ユキヒョウ
と遊牧民の遭遇経験のオーラルヒストリー，（2） 「ユ
キヒョウ関連事故」の現状，（3） 家畜被害の特性，を
明らかにすることを目的としている．基礎的調査を実
施することで，ユキヒョウと遊牧民の関係改善およ
び，持続的なユキヒョウの保全生態へ貢献する実証的
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な知見を明らかにする．
調査は2016年7月19日～8月22日の期間，モンゴル
国西端のホブド県で集中的な調査を実施した．インタ
ビュー調査については，同県のチャンドマニ郡，ムン
フハイルハン郡，ゼレグ郡，マンハン郡の4カ村（図
3）におけるユキヒョウ棲息山域である①ジャルガラ
ント山地，②ボンバット山地，③ムンフハイルハン山
地の周辺を選定した．同地のユキヒョウ棲息圏内に暮
らす遊牧民117世帯を調査対象者 （インフォーマント）
とし，訪問対面式の構成的インタビューを実施した．
調査対象地①は144.7 km2にユキヒョウ約43～45頭，
遊牧民約110世帯（推定550名），②は136.7 km2にユ
キヒョウ約20頭前後，遊牧民約35世帯 （推定175名），
③は140.5 km2，にユキヒョウ約13～15頭，遊牧民約
45世帯（推定225名），が生活を営んでいる（現地の
環境保全調査員からの聞取りによる）．
アンケート用紙を用いた構成的インタビューでは，
以下の3点についてのオーラルヒストリーを中心に集
中的な聞取り・ドキュメンテーションを行った．
（1）  遊牧民のユキヒョウの生態行動についてのロー

カルな伝統知「エコ・ナラティブ（生態伝承）」
のドキュメンテーション．

（2）  死亡したユキヒョウの目撃情報・遭遇例を記録．

（3）  ユキヒョウの目撃，遭遇，家畜被害などの現状
の把握．

オーラルヒストリーにより聞き出された「ユキヒョ
ウとの接触体験」を1. 目撃，2. 遭遇，3. 家畜被害，
のカテゴリーに分類し，便宜的に「ユキヒョウ関連事
故」と定義した．ユキヒョウ関連事故は遡及調査によ
り，その推移を記録した．インフォーマントの個人名
はすべてをコード化して記載した（別稿にて一覧表を
明示の予定）．
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 （₮: MNT） は1,000MNT

＝約60円で表記した．

III　オーラルヒストリーにみる 

ユキヒョウとの遭遇経験

1. 遭遇経験の変化
かつてユキヒョウは，地域の遊牧民でも目にするこ
とがきわめて少ない存在であった．その遭遇頻度の難
しさは，生息密度から見てもあきらかである．ユキヒョ
ウの棲息密度は，インド北部のラダック中央部では1

頭当たり160 km2，同地南部では1頭当たり270 km2程
度で制限されている（Fox 1991: 293）．Jackson （1979: 

図3　調査対象地モンゴル西部ホブド県の地図
Fig. 3　Study sites in Khovd province, western Mongolia
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192） によると，ヒマラヤ地域でのユキヒョウ棲息数は，
30,000 km2の棲息適応地に対して最大約350頭と推算
されている（1頭当たり85.7 km2）．こうしたデータか
ら，ヒマラヤ地域や中国西部の山岳地域におけるユキ
ヒョウの望ましい平均的な棲息密度は1頭当たり100 km2

と算出されている （Mallon 1984; Mallon and Chering 1988; 

Schaller et al. 1988: 186）．つまり，およそ10 km四方の
土地に1頭しか棲息しない計算となる．
こうした希少性は，アルタイに住む地元の遊牧民の

「語り」からもうかがい知ることができる．MH-54氏
（40歳）によると「5歳からジャルガラントに住んで
いるが，38歳まで一度も見たことなかった．それなの
に39歳（2015年頃）から何度も見るようになった．父
ですら同じところに暮らしているが，一度も見たこと
なかった．つまりこの近年で急激に増えた感じがする」
（MH-54）と話す．Y-09氏（54歳）も「幼い頃は，ユ
キヒョウは名前だけの存在だと思っていた．目撃どこ
ろかまわりに見た人も少なかった」（Y-09） と話すほど，
ユキヒョウは遊牧民にとっても身近な存在とは言いが
たかった．BB-08氏（72歳）も「若い頃ユキヒョウが
家畜を食べるようなことはなかった．今は小さい馬な
どを食べるらしい．夏は人間も高所に行くので，ユキ
ヒョウも高所に行くようになったのだろう」（BB-08）
と1960年代～1970年代を回顧する．「なかなか姿を見
せることはないが，高地へ放牧に行く遊牧民のみがそ
の姿を目にすることができる」（MH-34）．古老・長老
級の高齢者のこうした発言が裏づけるように，ユキ
ヒョウは遊牧民からは遠い存在であり，その生きざま
は畏敬をもって狩猟にも禁忌や特定の儀礼が執り行わ
れるほどであった（相馬2017a, b）．
この一方で，ユキヒョウによる家畜被害は1970年代
にはすでに報告された経緯があり，このときは多数の
家畜が犠牲になったとされている．しかし，1980年代
になるとそのユキヒョウ個体数は減少し，1990年代に
なると激減して非常に見るのがまれになったと伝えら
れている（MH-40）．地域の遊牧民は2000年代になっ
てユキヒョウの個体数が増えてきているという実感も
もっている．これは，ユキヒョウ保護政策による一定
の成果と考えて間違いない．しかし，「遊牧民がユキ
ヒョウを家畜で育てているようなものだ．銃で仕留め
たいが，しょうがなく家畜を食べられている」（MH-

50），と悲痛な声も一部には聞かれることもある．こ
うした現状を逆手にとり，ジャルガラント山地の山頂
付近に住むマルチン宅では「冬の間に小家畜30～40頭
の家畜を食べられることもある！なんとかしてくれ！」
（MH-50），「ユキヒョウを見かけることは毎日のよう
にある」（MH-50），「ユキヒョウに襲われて体をひっ
かかれたんだ！（キズを見せることはできないが…）」
と，外部からの訪問者には誰彼かまわずうそぶいて便
宜を引き出そうとする遊牧民も少なくはない．ただし，
実数の特定が困難ではあるが，実際にユキヒョウによ
る家畜被害は少なからず発生している．政府による獣
害対策への遅れや，喪失家畜の補償制度の不在により，
「ユキヒョウ保護者はマルチンに対して何もしていな
い」（MH-52）や「先代から暮らしている場所なのに，
保護地域に指定されて，出て行けと言われるのはとて
も悔しい」（MH-54），などの声もよく聞かれている．
そのため，天災とも割り切れないユキヒョウの襲撃に
よる家畜喪失が心理的負荷となり，その感情がインタ
ビューの最中や人前で爆発することも多々あった．事
実，狩猟慣れした遊牧民はユキヒョウ駆除機会を模索
していることもあり，ときには実際の駆除が強行され
ることもある．
しかし，家畜をユキヒョウから守る努力を遊牧民自
身も怠っている側面は否めない．こうした意見は一部
の遊牧民からも指摘されている．ユキヒョウの棲息圏
に踏み込みすぎた放牧活動の拡大や，日々の家畜見回
りの停滞，大動物の高地への食草活動の抑止など，根
源的な原因は遊牧民による一方的な放牧圏の拡大など
の「人為的攪乱anthropogenic threats」にあるのも事実
である．以前は人間には姿を見せなかったが，2003年
の環境災害「ゾドdzud」（寒雪害）で，多数の野生シ
カが死亡して個体数を減らし，ユキヒョウによる家畜
襲来がその後増加するようになったともいわれている
（MH-40）．ユキヒョウの潜在的な捕食対象獣の個体数
が，冬季のゾド災害により減少したことが，家畜襲撃
の一要因ともなっている．また，以前はヤクを食べて
小家畜 （ボグ） まで襲って食べることはなかった （Y-07） 
ことも指摘されている．
遊牧民自身もユキヒョウの家畜襲撃の背景が，野生

動物の減少にあると直感的に気づいている．「ユキヒョ
ウは獲物が豊富にあるときは人間に姿を見せないもの
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で，姿を見せるということは，ユキヒョウの獲物が少
ない証拠だ」（MH-15）や，「いまは環境や自然のバラ
ンスが崩れている．なぜなら，家畜を食べに来ている．
それは昔からのユキヒョウの獲物が減っていることを
表している」と，環境変化に由来するユキヒョウ生態
行動の変化を口にする壮年世代の遊牧民もいる （MH-

48）．野生動物の減少は実数で示すことは困難だが，遊
牧民の感覚値では激減の一途をたどっている．たとえ
ば，ムンフハイルハンではユキヒョウの主要な獲物は，
シベリアアイベックスCapra sibiricaとモウコガゼル
Procapra gutturosa （現地名：グルース） だったが，人間
が狩猟し，ユキヒョウも頻繁に捕食していることから，
最近両者の数は減少の一途をたどっている （MH-08）．
また，ボンバット山地にもかつて200～300頭のシベリ
アアイベックスがいたが，いまは激減している （ZG-01）．
特に注目すべきことは，宿営地付近まで来て家畜を襲
うことが多発している点にある．「つい10年前までは
姿を見ることはほとんどなかったが，最近は宿営地点
（ホト・アイル） の近くにも来るようになった」（MH-36）
と，遊牧民もユキヒョウ行動の変化に戸惑いを覚える
ようになっている．また，後述するように一度家畜を
しとめた世帯には，何度も繰り返して襲撃に訪れる習
性がある（MH-36）．そして捕食されれば，毛皮を残
してすべてが食べつくされる（MH-36）．遊牧民の語
りからは，両者の関係が容易には修繕しがたい段階と
なりつつある現状がうかがわれる．

2. ユキヒョウとの遭遇事故
1） 生きたユキヒョウ個体との遭遇事例
ユキヒョウ棲息圏に住む遊牧民の多くがユキヒョウ
による人間の襲撃を恐れているが，実際にはユキヒョ
ウの対人攻撃性は低く，自ら人間に襲いかかってくる
ことはまず考えられない．また一連のオーラルヒスト
リー調査でも，実際に襲われた事例は聞かれなかった．
唯一ユキヒョウと格闘した次の事例①が1件聞かれた
のみであった．
【遭遇事例①】　「BB-08氏が1971年にホブドの病院
に入院したときに，相部屋のカザフ人は2頭のユキ
ヒョウと遭遇して襲われたために，怪我をして入院し
たと話していた．遭遇したときナイフしか持っていな
かったが，2頭と応戦して大怪我を負った．ツァガン

ゴル（地名）の凍った河の上で遭遇したとのことだっ
た」（BB-08）．
ユキヒョウは自身の営巣地点，幼獣，捕獲した獲物

に近づいたり，狩猟行為の能動的な妨害をしない限り，
人間を襲撃することはほとんどない．本調査では地域
の117名から，本人だけでなく，その親族・知人の体
験・伝聞のオーラルヒストリーまで遡及して聞いても，
実際に襲われたという話は1件も聞かれなかった．お
そらく事例①のカザフ人男性は，毛皮目的のためユキ
ヒョウ狩りの最中に重傷を負ったものと推測される．
ユキヒョウの対人攻撃性の低さを示す一例に，事例
②も興味深い逸話としてあげられる．
【遭遇事例②】　「故X0氏が1980年頃に狩りに行き，
大岩の下で煙草を吸って休んでいたところ，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．驚いたが，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眠らずに
煙草を吸って過ごした．明朝明るくなってきたとき，
着ていたデールを丸めて岩下に放り投げてユキヒョウ
の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）（図4）．
この話はボンバット山地周辺ではよく知られた逸話
であり，特に「ユキヒョウと遭遇したら急な動きをと
らず，眼を合わせないで後ろ向きに歩く」というユキ
ヒョウ回避術のお手本にもなっている．図4ではこの
語りをもとに忠実に描画として表現した．ユキヒョウ
には大きな石を投げても完全無視されることもある
（MH-51）．ただし，夏牧場で仔ユキヒョウが遊んでい
たのを目撃し，イヌが不用意に近づいたら脚を引っか
かれた（Y-17）という報告もある．恐れ知らずのイヌ
が返り討ちに合うことは，モンゴル国内のほかの報告
にもみられる（木下・菊地2017: 67）．
しかしその一方で，ユキヒョウが人間にも能動的に
襲いかかる危険な動物だと過度に信じられている側面
もうかがわれる．たとえば次の事例③では，ユキヒョ
ウと実際に遭遇したときの話者の恐怖を感じることが
できる．
【遭遇事例③】　ショールハイ（別名： アルツァッ
ト）夏営地： 2012年9月下旬　「牛の集約中にホトの
すぐ近くで成獣1頭，幼獣1頭と至近距離で，出くわ
した幼獣はシャル・ツォホル（黄色っぽい斑模様）
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色，成獣はハル・ツォホル（黒っぽい斑模様）色だっ
た．成獣の方と眼が合ってしまったところ，うなり声
を上げたために，びっくりして後ずさりして岩のくぼ
みに倒れ込んでそのまま気を失ってしまった．このと
きはかなり酔っぱらっていた．起きたときは夜中に
なっていたため，その場で横たわりながら妻と子ども
の名を呼んだ．ひどい頭痛がしたため，子どもが救出
に来て顔や腕を水で洗い，目が覚めたときに連れ添っ
て家へ戻った」（MH-07）．
この話はムンフハイルハン山地の夏牧場では，誰も
が知っているユキヒョウ遭遇談としてよく話題にあが
る．遭遇地点は滞在先の秋営地から500 mほど離れた
川沿いの岩場で，遊牧民の生活圏として利用されてい
る地点でもあった．
ユキヒョウの人間の生活圏への侵入や遭遇事故は増
加するようになっているが，本来ユキヒョウには人間
との接触や遭遇を極力避けようとする本能的な行動が
備わっている．事例④⑤⑥は人との接触を望まないユ
キヒョウの典型的な行動パターンでもある．
【遭遇事例④】　「2009年4月，グルトで雌馬1頭が食
べられたことがある．その脇にユキヒョウの成獣1頭
が伏せていた．近くまで行って，木の棒を投げたとこ
ろ，おもむろに立ち上がって去っていった」（MH-39）．
【遭遇事例⑤】　「2015年12月，ユキヒョウの仔1匹

を岩陰の巣で見つけた．棒を差し込んでつついたりし
てみると，変な鳴き声を上げた．写真を撮って，後で
外国人旅行者2人を見せに連れて行ってみたが，巣に
はもういなくなっていた」（BB-01）．
【遭遇事例⑥】　「ヤクを探している最中，隣人X1の2

歳馬1頭が食べられたことがあった．そのときはユキ
ヒョウ2頭が来て，獲物のすぐ横に伏せていた．遠方
から大声でユキヒョウに対して叫んでみると，ユキ
ヒョウは崖の方へ歩いて行った．続けてノリスを呼ぶ
ときの鳴き声のような音を出したら，崖から頭だけが
飛び出て来た．鳴き声の音を続けたら，もう1頭も頭
だけ出してまわりを見つめていた．いろいろな場所か
ら頭だけが出てくるので，まるで幽霊のようにあちこ
ち瞬時に移動しているかのようだった」（MH-40）．
事例⑥は音に敏感なユキヒョウが，草原を駆け回る
ノリスに似た鳴き声に反応を示したユニークな事例と
いえる．
ムンフハイルハン峰の西麓バヤン・ウルギー県では，
もっともよく知られた遭遇体験には次の事例⑧「古老
MH-40氏の母による遭遇体験」がよく引き合いに出
される．
【遭遇事例⑦】2011年2月，バヤン・ウルギー県ボ
ルガン郡グルト：「冬牧場のマルチンが春牧場に向け
て季節移動中の頃，ユキヒョウ1頭が宿営地までやっ

図4　故X0氏の遭遇体験（綿引はるな作画）
Fig. 4　Depiction of a snow leopard encounter as described by an eyewitness X0
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てきた．夫はそのとき分離放牧 （オトル） に行ってお
り，息子たちはアーチェリーの大会に行って不在だっ
た．家にはおばあさんと，3～4歳の子ども，そのお母
さんのみのときだった．ちょうど暗くなり始めたころ，
北の方に行ったヤクが驚いて家に戻ってきた．外を
ちょっとのぞいてみたが，特に何事もないように思わ
れた．しかし，そのときにはすでにユキヒョウが近づ
いていた．突然，家の犬が吠え始め，ユキヒョウめが
けて駆け寄って行くと，そのうちの1匹がユキヒョウ
に襲われた．もう1匹はおびえて家に戻ってきた．そ
のときは小さな小屋の中で過ごしていた．外には2歳牛
（ゼー）が5頭繋いであった．小屋の内側にある二つ
の小さな窓から外に目をやると，ユキヒョウが仔牛の
方へ向かっていた．窓から見たら仔牛は食べず，引っ
かいたり，触れたりしただけだった．驚いてロシア製
の鉄製ベッドのバネで扉を内側からぐるぐる巻きにし
て固定したため，外に出られなくなってしまった．日
が暮れて夜になったとき，窓から威嚇で銃を撃ってみ
たが，ユキヒョウは立ち去らなかった．外に置いてあ
る牛糞（アルガリ）や燃料が取りに行けなったので，
家の中の椅子を燃やして暖をとり，トイレも室内で済
ませなければならなかった．夜中から一晩中家のまわ
りをうろつき，屋根の上に乗って干し肉などを食べた
りした．人間の食べ残しの家畜の骨などを食べたりい
じったりした．屋根からネコのような声を上げること
もあった．朝になったとき，家畜放牧に行った人々が
帰ってきたので，ようやく外に出ることができた．あ
たりを双眼鏡で探してみたら，そのユキヒョウは木々
の茂みの方に向かっていた．朝，全部の足跡は家の周
辺の雪上にくっきりと残されていた．このときに持っ
ていた弾は七つだけだった．銃で威嚇射撃しても，ユ
キヒョウは少しも驚かずに無視していた．ドア下の
マットがヒツジの毛皮だったため，かんだり引っかい
たりして，ひどく破かれていた．特に屋根の上でネコ
のような声を出しているときは，恐怖でいっぱいだっ
た．子どもたちを弓の大会に行かせてしまい後悔し
た」（MH-40）．
同氏はムンフハイルハン郡でユキヒョウ保護にたず
さわる環境保全局の前局長の親戚であり，現地ではよ
く知られる遭遇談となっている．実際には環境局との
調査でユキヒョウ個体数調査をトラップカメラを用い

て実施したところ，13個体中11個体がボルガン村側で
撮影されている．地元民にも，特にグルトには多数が
生息するとの認識がある．事例⑧は能動的に宿営地へ
と来たユキヒョウと接触した数少ない事例でもある．
このように，生きた個体との接触体験は頻繁には発
生しないものの，ユキヒョウ棲息圏での生活にはその
危険が完全に排除されることはない．

2） 死亡したユキヒョウの発見事例
ユキヒョウ棲息圏内での暮らしでは，死亡したユキ
ヒョウの遺体を発見することもまれにある．特に死ん
だ幼獣の発見は，事例①②③に詳しくみられる．
【死亡事例①】　1988か89年2月5日頃，デレグリン
アム（別名：アラグハト谷）：「自分の銃をほかの人に
貸していたため，双眼鏡で獲物を探索していところ，
岩下に1頭のユキヒョウを発見した．何かの家畜をむ
さぼっているようだった．ほどなくこちらの気配に気
づいて立ち去って行った．その場所にあとで行ってみ
たら，仔ユキヒョウの遺体が置き去りにされていた．
遺体は後脚の腿の裏側から上半身にかけて食べられて
おり，あおむけになっていた」（MH-28）．
【死亡事例②】　2003年2月，トーニンハルウズル：
「雪が降っていた日に，雪の中で2頭の仔ユキヒョウ
が死んでいたことがあった．2匹が抱き合うように死
んでいた」（MH-40）．
【死亡事例③】　X2氏が1頭の仔ユキヒョウの遺体を
見つけてMH-03にあげたことがある（MH-12）．
アルタイ山脈で棲息するユキヒョウは，幼獣の自然
死亡率もそれなりに高いと推測される．成獣個体の死
体発見例は，次の事例④～⑧の5例のみであり，その
年代も1950年代までさかのぼっていることから，か
なり稀な出来事という印象を受ける．
ライオンをはじめとするネコ科動物には，死亡した
個体や生存の見込みのない仔の亡骸を食べることが知
られている．ユキヒョウにもこうした「幼獣摂食」
「仔食い」の可能性があり，ユキヒョウが死んだ仲間
や仔を食べることは，遊牧民のあいだでもエコ・ナラ
ティブとして語られている（死亡事例①もこれを支持
する）．ユキヒョウが幼獣だけではなく，死亡した成
獣も食餌対象となる可能性は，次の事例④も示唆して
いる．
【死亡事例④】　2008年2月上旬，フフノール（別
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名：ヘブ）：「1頭のユキヒョウの死体を草原で見つけ
たことがある．大人2～3人で持ち帰ろうと試みたが
重くて持ち運べず，途中でおいていき，翌日取りに戻
ろうとしたら，食べられて骨だけになっていた．食べ
られた骨のまわりには，多数のユキヒョウの足跡が残
されていた」（MH-12）．
事例④で置き去りにした死体を，実際にユキヒョウ
が食べていたかどうかの判断は困難であり，捕食者は
オオカミの可能性もある．ただし，ユキヒョウとオオ
カミは決して獲物や同一の場所に居合わせることはな
い．そのため死亡した成獣個体が仲間のユキヒョウに
よって摂食された可能性は十分に考えられる．
ユキヒョウの死体から毛皮を得た事例は，⑤⑥の2

件が聞かれた．
【死亡事例⑤】　1990年頃，場所不明：「X3氏がドロ
ンノールでユキヒョウ1頭の死体を見つけた．心臓の
部分をハゲワシなどがつついて食べたようで，胸に穴
が開いていた．家に持ち帰って毛皮を取り，バヤン・
ウルギー県で販売した．その当時は，カザフ人がユキ
ヒョウを獲ってロシアに販売していた可能性がある」
（MH-46）．
【死亡事例⑥】　1990年代，場所不明：「X4氏が冬に
凍ったユキヒョウの死体を見つけた．そのまま触れず
に置いておき，春に溶け出したときに毛皮を獲った
（X5氏談）」（MH-33）．
上記に加え死亡個体の発見事例⑦⑧の2件も聞かれ
た．インフォーマントが明言はしなかったが，おそら
く毛皮にされたものと考えられる．
【死亡事例⑦】　1950年頃5月，アルギンエヒ（別
名：ホロンアム谷）：「家畜の放牧中，穴の中で死んで
いるユキヒョウ1頭を発見したことがある．おそるお
そる長い棒でつついたことがある」（MH-23）．
【死亡事例⑧】　1995年6月，フフノーリンエヒ：

「ユキヒョウ1頭の死体を見つけたことがあった．すで
にネズミなどの小動物が食べたあとの状態だった．毛
皮は美しいボル・ツォホル （蒼味がかった斑模様） 色で，
死んだ原因は病気か老衰のように思われた」（MH-40）．
ユキヒョウの密猟と毛皮取引は，1950年代はともか

く1995年には完全に禁止されていたため，毛皮を獲っ
たり，販売したことを公言することは控えられていた
と考えられる．そのため，死亡個体の発見は，毛皮の

確保と違法な販売に直結していることから，体験談と
オーラルヒストリーが収集されにくかったものと推察
される．

IV　ユキヒョウ関連事故の現状

1. ユキヒョウの目撃件数，遭遇頻度，家畜被害の
推移

ユキヒョウと遊牧民の接触は，構成的インタビュー
の結果 （1990～2016年の合計） からも，確実に増えつ
つある現状が裏づけられる．有効回答を得たインフォー
マントn=105名（平均年齢44.9歳）への遡及調査・履
歴調査により，1. 目撃件数，2. 遭遇事故，3. 家畜被
害，について総数382件のユキヒョウ関連事故の履歴
を特定した．内訳をみると，1. 目撃件数180件 （47.1%），
2. 遭遇事故60件 （15.7%），3. 家畜襲撃142件 （37.2%）
となった （図5）．ユキヒョウの目撃証言も潜在的な遭
遇「事故」としてこれを換算した．目撃・遭遇事例で
はn=233件のうち，多頭目撃例n=17件，幼獣目撃例
n=12件が確認された．これら事故のうち，発生時の状
況が特定可能なn=192件の内訳をみると，日帰り放牧
中が38.5% （n=74）と最も高く，注意を必要とするこ
とがわかる （図6）．その次に，馬群や牛などの「大家
畜の見回り」で高所を訪れたときが34.4% （n=66）と
高い．特に夏季には，これら家畜が高所への採食活動
で赴くため，その見回りの途中でユキヒョウとの目撃・
遭遇頻度が高くなるものと考えられる．また，夏季に
タルバガン猟などの狩猟で高所に赴くときも，9.9% 

（n=19）と遭遇頻度が高まっている．「高所への放牧」
「家畜の見回り」「狩猟」など，遊牧民の生活と切り離
せない日常の活動での遭遇率が全体の82.8%を占めて
いる．
発生時期の特定できたn=290件の経年推移 （図7） を
みると，ユキヒョウとの接触は2008年頃の年間7件か
ら微増の傾向にあったが，2014年から年間n=20件と
急増している．この理由の一つに，おそらくモンゴル
国内の甚大なゾドによる影響が考えられる．ゾドの発
生による草原資源の欠乏と家畜の大量死は，遊牧民だ
けの問題ではなく，草を求める野生の大型ヒツジのア
ルガリOvis amonやアイベックスなどの生存も困難と
している．つまり，これはユキヒョウの潜在的な獲物
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の減少に直結することを意味している．
また「遭遇事故」は遊牧民にとって特にやっかいな

事案であり，①至近距離での遭遇，②放牧群への襲撃，
③ホト付近での襲撃，の3カテゴリーに分けて発生件
数の推移を年代別で示した （図8）．1990年代には合計
n=6件だったが，2000年代にはn=10件 （1.67倍），また
2010年代にはn=47件（4.7倍）に急増している．特に

ホト付近まで来て家畜を襲撃する被害が，前年代から
6.6倍に増えている．このことから，実被害がなくて
も心理的・圧迫的にユキヒョウの脅威を遊牧民が日常
で感じるようになったものと推察される．

2. ユキヒョウ関連事故の月別発生件数
ユキヒョウ関連事故の月別発生頻度を図9abにまと

図6　目撃・遭遇・家畜被害の発生時の状況
［合計件数n=192］ 

（現地調査により作成）
Fig. 6　Situations of snow leopard accidents happen

図7　ユキヒョウ関連事故発生件数の推移（1990～2016年）
［インフォーマントn=117名／合計件数n=290件］ 

（現地調査により作成）
Fig. 7　Number of snow leopard incidents, 1990–2016

図5　ユキヒョウ関連事故の内訳
［合計件数n=382／インフォーマントn=105］ 

（現地調査により作成）
Fig. 5　A breakdown of snow leopard accidents
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めた．これによると10月から冬季にかけて発生件数
が上昇し，例年1月に年間総数の22.0%が集中するピー
クとなっている．つまり高所（夏営地）から低地（秋
営地）へと移動する9月の季節移動時には減少し，冬
営地へと移る11月頃から急増することがわかる．また
実際には夏季7月にもユキヒョウとの接触頻度が上昇
していることがわかる．季節ごとの頻度は，冬季44.5%→
春季18.4%→夏季19.6%→秋季17.3%，と変動してい
る．冬季はほかの季節の2倍以上の発生頻度となって
いる．つまり，冬はユキヒョウの捕食対象の減少によ

り，家畜を求めたユキヒョウの動きが活発となり，夏
季は遊牧民による高地の夏牧場への季節移動，日帰り
放牧，オトルなどにより，ユキヒョウ棲息圏への介入
の結果，偶発的な事故が多発していると予想される．
ただし，ユキヒョウとの目撃，遭遇，家畜被害は，通
年で発生する生活上の懸念となっていることがわかる．

3. 家畜別の被害状況
家畜襲撃の履歴調査により，1988～2015年のユキ

ヒョウ由来と認識されている顕在被害頭数を図10に示

図8　遭遇事故の発生件数の年代別推移
［遭遇事故n=63件］ 
（現地調査により作成）

Fig. 8　Changes in the frequency of snow leopard incidents, 1990–2010

図9　ユキヒョウ関連事故の月別発生頻度
a） 月別件数，b） 月別発生頻度（ともに合計n=346県） 

（現地調査により作成）
Fig. 9　Monthly frequency of snow leopard incidents
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した．まず実数では，ヤギ173頭 （46.4%） と最も多く，
ついでウマ107頭 （28.7%），ヒツジ61頭 （16.3%），ヤ
ク32頭 （8.7%）となっている．しかし，実際には遊牧
民の心理的・経済的感覚値としては，伝統的な「ボグ
換算値」（ヒツジ換算値）で考えると違った視点が見
えてくる．ボグ換算値は19世紀に書かれた牧畜技法
の指南書 『ト・ワンの教え』 （萩原1999） などでも見ら
れる伝統的な換算値であり，ヒツジ1頭に対して，ウ
シ・ウマ6ボグ頭分，ヤギ0.67ボグ頭分で算出される．
この換算値を図11で見ると，馬の喪失は642ボグ頭分
（63.3%）となり，実数では最も多かったヤギ115.6ボ
グ頭分 （11.4%） の5.55倍の喪失価値となっている．ま

た実数では最も少なかったヤクも，195ボグ頭分 （19.2%）
の喪失規模となる．そのため，大家畜を喪失する遊牧
民の経済的損失は，ヒツジ・ヤギの6～9倍にものぼ
ることとなる．このボグ換算値は，現地遊牧民の喪失
感や心理的負荷とより近い指標値を示していると思わ
れる．
（1） ヤギ／ヒツジ被害の状況：全体の家畜損害の中
でヤギの喪失実数が高い．この理由として，岩山や岸
壁によじ登って食草することから，ユキヒョウと鉢合
わせする頻度が高いことがあげられる．またユキヒョ
ウ自身もヤギのこうした行動を理解して，岸壁上や高
所で待ち伏せしているためとも考えられる．たとえ

図10　家畜の顕在被害頭数
［回答数n=117名／認識・建材頭数1988～2015年］ 

（現地調査により作成）
Fig. 10　Number of livestock lost due to snow leopard predation

図11　家畜被害のボグ換算値（経済的損失の心理的指標値）
（現地調査により作成）

Fig. 11　Number of livestock lost due to snow leopard predation converted to sheep unit value
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ば，高所での放牧中の群れに，ユキヒョウが直接襲い
かかってきた例も13件聞かれた．そのため被害実数
として，ヤギが最も捕食される頻度の高い家畜となっ
ている．
（2） ヤク被害の状況：ヒマラヤ山脈一帯では，ユキ
ヒョウにとっても最も好まれる捕食家畜はヤクである．
ヤクは4,000 m以上の高地に適応し，ユキヒョウの棲
息圏と重なり合う．実際にはモンゴルの遊牧民にも，
ヤク被害の実体験が確認されている．「年間ヤク1～3

頭を食べられている．なぜヤクかというと，草の良く
ない年は高地（ヤマート地方）のほうへヤクを行かせ
る必要がある．草のないとき，濃厚飼料の少ないとき
も同様にそうする．高地へ放牧させると，ユキヒョウ
は必ずヤクを襲う．夏は山の下のほうで放牧し，冬に
山の上のほうに放牧に行かせると，ユキヒョウは待っ
ていたようにヤクを襲う．だいたい3歳（満2歳齢）
以下のヤクを好んで襲って食べる」（MH-02）．冬季に
タルバガンなどの小型哺乳類が減少し，小動物などが
冬眠に入ると，生息範囲の重なりからヤクを襲うよう
になる（Lhagvasuren and Munkhtsog 2002）．ムンフハ
イルハン村での実査では，実際にはヤクの被害は全顕
在被害の8.7%（ボグ換算値： 19.2%）であり，現地調査
でも現在はそれほど大きな被害があるとは聞かれなかっ
た．これは近年，遊牧民が高所への放牧を意識的に避け
るようになったことが奏功しているものと考えられる．
（3） 馬被害の状況：モンゴルではユキヒョウによる
家畜襲撃で最も深刻な経済被害は，家畜馬と考えられ
る．追跡できた馬の襲撃事例130件のうち，死亡が
107頭，その後に回復して生存した馬は23頭が特定さ
れた．生存率は21.4%であり，襲撃によって生還が困
難となる致命傷を負うことが少なくないと考えられ
る．ユキヒョウの襲撃時に即死しなくても，傷がもと
で死亡する例も多く，いずれの事例でも被害当日から
20日間以内に傷が原因で死亡している．死亡した馬
で年齢が特定できた25件の平均年齢 （満年齢） は1.04

歳で，うち14件（36.0%）が1歳未満の仔馬であっ
た．若年の馬の犠牲が多いことが理解できる．採食活
動で遠方に行かせないために，前脚をつないでおいた
馬の被害も3件確認された（MH-12, MH-15, MH-16）．
遊牧民が馬の襲撃を実見した次のようなエコ・ナラ
ティブも聞かれた．「山で突然ユキヒョウが3歳馬の上

に飛びかかるところを見た．襲われたとき200～300 m

暴れまわってつかみかかったユキヒョウから逃れるこ
とができた．暴れれば暴れるほど，ユキヒョウは強く
つかむが，馬がユキヒョウを押しつぶすように背中か
ら地面に倒れればユキヒョウは手を放す．その馬は幸
いそうした経緯で傷も浅く治癒することができた」
（MH-04）．ユキヒョウ生息圏でも，馬の被害が特に多
い地域はモンゴルに限定されていることから，アルタ
イの遊牧民独自の生態知として通目される．ユキヒョ
ウは通常，自重の3倍以上の体重の獲物を仕留めるこ
とができるといわれている．ただしアルタイ地域で
は，成獣よりも体が小さく，捕獲しやすい仔馬（若
年・幼畜個体）を狙う傾向がある．つまり，馬被害へ
の対処が，遊牧民の心理的・経済的負荷を軽減する一
助となると考えられる．
（4） 放牧群および宿営地（ホト）への襲撃と家畜被
害：聞取り調査では，宿営地（ホト）付近まで来て家
畜を襲った例が25件確認された．時期の特定できた
24件のうち，19件が2010年以降に発生している．特に
2015年8件，2016年8件と大多数が過去2年以内に発
生している．むしろ，ユキヒョウが遊牧民の家畜捕獲
を安定した食餌供給として適応しはじめたとも考えら
れる．そのため，ユキヒョウの狩猟行動にも家畜の若
年個体や幼獣を狙うような変化が生じていると考えら
れる．

V　ユキヒョウの棲息環境への人為的生活圧

ユキヒョウと遊牧民の接触は，ユキヒョウによる人
間の生活圏侵害に原因があるわけではない．遊牧民側
がユキヒョウの棲息圏にまで放牧と生活範囲を拡大さ
せた結果として，両者の生活圏が非対称にオーバー
ラップしていることが原因の一つでもある．しかし現
地遊牧民は，自分たちの生活が顧みられずに，ユキ
ヒョウの保護が優先されることに，強い憤りを感じて
いる人も多い．そのため，ユキヒョウの保護の拡大に
加え，自身が顧みられないことに強い憤りと疎外感を
覚えるモンゴル遊牧民特有の精神文化が重なり合い，
ユキヒョウへの憤りを相乗させている特異な問題系も
見受けられる．ジャルガラント山系に住むハルハ系の
遊牧民は，「ユキヒョウを毎日目撃している！」「毎冬
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30～40頭の小家畜が犠牲になる」と回答する世帯も
しばしばみられる．しかし，こうした発言はやはり被
害規模を誇張している印象は否めない．自身の被害や
窮状を極端で大げさに表現する現地特有の表現でもあ
るといえる．
同地の遊牧民世帯は約115世帯 （人口規模で約575人
前後），ユキヒョウの被害を深刻に受ける世帯は，お
よそ30～40世帯（人口規模で約150～200人前後）程
度と思われる．同山系には現在，およそ43～45頭の
ユキヒョウが棲息していると推測される（現地WWF

モンゴル職員による口頭情報2016年8月7日）．結論か
ら言って，これはユキヒョウ保護を優先する政策がと
られても致し方ない人口および被害規模と思われる．
ただし重要な点は，ユキヒョウによる家畜襲撃を理由
に挙げて，違法なユキヒョウ狩りを遊牧民が継続的に
実践していることにある．最も緊急性の高い課題は，
ユキヒョウ保護や家畜防衛ではなく，遊牧民による報
復的なユキヒョウ狩りを完全に禁止することにある．
ユキヒョウ関連事故の増加は，遊牧民からの一方的
なユキヒョウ棲息圏の圧迫に大きな要因がある．調査
を通じて遊牧民と接する過程で，以下F1～F2にみられ
るように遊牧民自身の生活態度が，「ユキヒョウ関連
事故」を招く顕在的な主因になっていることもあげら
れる．
（F1） 家畜頭数の偶発的増加：家畜群の採食行動圏
とユキヒョウの生活圏のオーバーラップは，家畜被害
の直接の原因でもある．これは，遊牧民による過放牧
や群れの過大所有，加えてそれにともなう放牧圏の拡
大により，ユキヒョウの棲息圏を圧迫することになっ
ている．特に夏は調査地山岳域の頂上付近まで家畜を
放牧に行かせることもある．家畜頭数の増加→過大所
有→過放牧→草原環境の劣化→放牧圏の拡大→ユキ
ヒョウ棲息圏とのオーバーラップ→家畜の襲撃→ユキ
ヒョウへの不満・憎悪→違法なユキヒョウ駆除，とい
う負のサイクルが発生する．ユキヒョウによる襲撃被
害は，起伏に富んだ岩場を避けるなどして回避するこ
とができる（Johanson et al. 2015: 256）．
（F2） タルバガンの乱獲：シベリアマーモットMarmota 

sibirica （現地名：タルバガン）はユキヒョウの捕食対
象獣の一つである．ユキヒョウはネコがネズミを捕え
るように山側から背後に忍び寄り，20 m至近に近づく

と一気に襲いかかる．Schaller et al. （1988: 190）によ
ると，中国の甘粛省・青海省の地域によっては，ネズ
ミなどの小型哺乳類Marmota spp.は夏季のユキヒョウ
の餌食の36.5～65.3% （年間捕食獣の23.0%） を占める
ことから，ときには草食獣以上に重要な食資源となっ
ている．このタルバガンを毎年夏に大量に捕獲し，食
用としているのが地元の遊牧民であり，雌個体や幼獣
の区別なく乱獲する傾向がある．調査に同行したモン
ゴル人ガイドの1人は，自己消費，親戚・家族への手
土産，娯楽狩猟，暇つぶしとして，4日間の夏牧場滞
在中に7頭をしとめたことがあった．こうした乱獲行
為は，国や環境保全局からも当然禁止されている．し
かし，遊牧民世帯は7～8月の日帰り放牧では，ほとん
どすべての牧夫が猟銃を携行し，これらの獲物を狙っ
ている．ユキヒョウの潜在的な餌食を人間が「横取
り」することにより，ユキヒョウの家畜襲撃への依存
度がさらに高まっていると考えられる．
モンゴル遊牧民たちはかつて，自然のバランスが崩
れれば必ず自分たちの生活に跳ね返ってくることを理
解しながら，その環境共生観と保全生態観を伝承や戒
めとともに受け継いできた．昨今の遊牧民をみている
と，当事者である遊牧民は環境との共生観をよく口に
し，環境保護に対する遊牧社会の育んだ「エコ思想」
の慧眼を誇らしげに自文化の表象に用いることもある．
しかし，近年ユキヒョウが家畜を襲うという事実の頻
発をみれば，その大半は実践されているとは考えにく
い現状がうかがわれる．

VI　おわりに

本論では，ユキヒョウと西部モンゴル遊牧民のコン
フリクトを，①目撃，②遭遇事故，③家畜被害の「ユ
キヒョウ関連事故」の現状報告を中心に，オーラルヒ
ストリーと定量調査の結果を踏まえて描き出した．遊
牧社会にはかつて，ユキヒョウを畏れる文化的基盤が
あったが，両者の間にはかつてないほどの緊張感が横
たわっている．特に馬の喪失が増えることにより，遊
牧民の心理的・経済的負担となる現状がうかがわれた．
また，家畜被害には冬季12月～2月（44.5%）と，夏
季7月（10.7%）に被害のピークが見られるものの，
通年でこうした事故が発生している現状もある．その
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ため，現在は家畜を襲う害獣として負の感情があらわ
となっている．「ユキヒョウとモンゴル遊牧民のコン
フリクト」の解決には，家畜被害を減らし，そのコス
ト（実害および感覚的圧迫）を取り除くことが求めら
れる （Jackson et al. 2010: 424）．しかし，両者の改善の
鍵は遊牧民側の放牧態度や保全生態への姿勢のあり方
にもあると考えられる．遊牧民の古老にはユキヒョウ
の強さを「自然がどんなに変わろうとも，その環境に
適応して生きていくことができる動物だ」 （MH-48） と
形容する者もいる．ユキヒョウは自らの直面する環境
変化と人間による人的攪乱の合間をしなやかに生き抜
いており，いわば家畜を捕食することに適応している
側面があるようにも思われる．
加えて言うならば，ユキヒョウに寄り添って暮らす
遊牧民がその野生の存在に「誇り」を抱き，濃密で豊
かな文化的積層をレガシーとして地域内外へと発信す
ること，そして後世へと継承してゆくことが，両者に
最良のウェルビーイングな関係をもたらすと考えられ
る．ユキヒョウを地域の文化・観光資源として，地域
振興に活かす枠組作りを積極的に推し進めることも，
両者間の関係をより一層強固にすると思われる．問題
のより本質的な部分に言及するならば，遊牧民のユキ
ヒョウ獣害対策にのぞむ保険制度，防護柵の設置，放
牧地の利用制限などは，枝葉の対策に過ぎず，実際に
は遊牧民自身の過放牧や利他的な家畜増産の結果に起
因すると思われる．そして大部分の被害世帯が，家畜
被害の回避をWWF，環境局，政府の責任と考えてい
る．この点については，別稿にて考察を深めることと
する．
ただし冒頭に述べたように，遊牧民自身も，家畜を
ユキヒョウから守る努力を怠っている側面は否めな
い．Jackson et al. （2010: 430） が指摘するように，ユキ
ヒョウのかたわらに暮らす遊牧民自身が，家畜防衛の
努力を怠らないことは，ユキヒョウから家畜を防衛す
る当然の責任でもある．タルバガンの乱獲，高原への
過度な放牧と大家畜の採食活動により，ユキヒョウの
生活環境を悪化に追いやっている大部分は，遊牧民の
保護意識を欠いた生活態度でもある．「自分の家畜を
守るのは自分自身」というモンゴルに伝わる古い言い
伝えがある．物質面，資金面，制度面等のあらゆる側
面で依存体質の現代モンゴル遊牧民には，伝統の環境

共生観を継承させた自己研鑽こそが，ユキヒョウとの
望ましい未来を確立するように思われる．
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