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西部モンゴル遊牧社会における 
家畜放牧と牧草地利用のヒューマン・エコロジー

Human Ecology of Daily Grazing and Pasture Land Use  
by a Nomad’s Community in Western Mongolia

相馬　拓也
SOMA Takuya

（2020年3月16日受付　2020年10月28日受理）

本調査は，アルタイ山脈に居住する西部モンゴル牧畜民の「日帰り放牧」を行動分析により視覚化・計数化し，
家畜群コントロール技術と地域の草地利用の実態解明を目的としたフィールド調査の報告である．主要調査地のバ
ヤン・ウルギー県ボルガン村ムンフハイルハン山麓の夏牧場2地点（SS1 アルツタイ・ホロー／SS2 ツンヘル・
ノール）で，遊牧民世帯の日帰り放牧合計19日間に同行し，その行為と行動範囲を記録・観察した．フィールド
ワークからは，家畜群コントロールには3カテゴリー（物理・聴覚・投入）の行為により管理・介入する技術的側
面を明らかとした．また，日帰り放牧が省力化する傾向があり，熱心な放牧が一部富裕層に限定されつつある現状
が明らかとなった．

This is a report of the findings from a series of field surveys to visualize and quantify the local custom of “daily grazing” by 
Western Mongolian nomadic herders living in the Altai Mountains through behavioral analysis and to clarify the actual condi-
tions of land use in relation to regional environmental changes. The author recorded 19 days of grazing activities through ob-
servations at two study sites （SS1 Alztai Horow/SS2 Thunher nuur） at Mt. Munkh-Khairkhan range, Bulgan village, in Bayan 
Ulgii province. Those surveys clarified technical aspects of the control of livestock herds for management and intervention us-
ing three types of skills （physical, auditory, and throwing）. In addition, daily grazing tends to be a labor-saving activity, and 
more strenuous grazing is limited to wealthier social strata..
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I　はじめに―モンゴル遊牧民と日帰り放牧―

遊牧民の暮らしには二つの「遊動」があり，一つは
季節ごとの宿営地を周年で移動する「季節移動 sea-

sonal migration」，もう一つが日々の家畜放牧で牧草地
を巡回する「日帰り放牧 daily grazing」である．家畜
を良質な牧草地へと誘導して食草させるこの「日帰り
放牧」とは，遊牧民のローカルな家畜管理における基
幹労働でもある．中央ユーラシアやアフリカの遊牧民
を特徴付ける牧畜と遊動による生産活動は，「民族
誌／エスノグラフィ」を記述する側の社会―いわゆる
定住型農耕社会―との劇的な差異性もあり，海外
フィールドワークの萌芽期から多くの調査者の関心を
引き付けていた（Tanaka 1969; 谷 1976; 加納 1980; 佐
藤 1984; 太田 1982）．牧畜分野の先行研究にも示され

ているように，日帰り放牧では牧童は，家畜群の背後
からその動きに合わせて追随する．群れの先頭に立っ
て家畜群を「先導」するようなことは，多くの放牧活
動では見られない．ヒツジやヤギも植生変化に対応し
た季節移動を行うことから，人間がこれに天幕を携え
てついて行ったことが「遊牧」の始まりと仮定される
こともある（加納 1980: 232）．事実，モンゴル高原で
は野生草食動物（シベリアンアイベックス，アルガ
リ，アカシカ，ガゼルなど）も食草地を季節変化させ
ることから，遊牧とは動物の習性を利用した適応の一
例と考えることもできる．中でも日帰り放牧とは，被
管理群（特にヒツジ，ヤギなどの小家畜）の採食活動
と嗜好性にもとづく植生環境への自己対応である．小
家畜群を良質な牧草地へと誘導し，肥育させることに
費やされる放牧パターン（牧地巡回／ローテーショ
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ン／季節移動）は，草原エコシステムに適応した家畜
管理の最も基本的実践として確立されている．そのた
め遊牧民とは，「自由気ままに遊動する」のではなく，
いわば家畜によって「遊動させられている」という表
現の方が適切である（相馬 2019a）．
草食動物の家畜化プロセスの中で，日帰り放牧はモ
ンゴル遊牧民の日常生活で多くの労働と努力を占める
活動となっていった．ただし，牧畜社会でのヒツジ・
ヤギ群の日帰り放牧は，一般的にはもっぱら子どもの
仕事であり，イラン（加納 1980: 227）やモンゴルで
も8～15歳程度の男児たちが担当することが多い．日
帰り放牧は在来知や生態学的伝統知 Traditional Eco-

logical Knowledge （T.E.K.） によるエスノメソッドな合
理的行為というよりも，むしろ直観的なプラクシスで
もある（相馬 2017a）．人間の家畜管理行動に対応し
てヒツジ・ヤギ・ウシも日々の行動を学習しており，
こうした人間管理下での適応は，初期の牧畜民研究の
主題でもあった（谷 1976; 太田 1982）．日々何年も繰
り返される日帰り放牧の規則性が，家畜群の統率行動
の学習と，人間への十分な馴化という放牧活動の前提
になったとされることもある（鹿野 1999: 59）．「人間
と家畜との関係行動は相互的なすり合せの上に成立っ
ている」（谷 1976: 32）という古い指摘もあるように，
実際には家畜も人間による管理を必要としている．ヒ
ツジやヤギだけではなく，ウシも決まった時間になる
と必ず宿営地へと帰巣する習性がある．家畜化された
ヒツジとヤギは，オオカミによる襲撃，河川による移
動の制限，安全な帰巣地（宿営地・家畜囲い）の喪失
により，野生状態で生存することはほぼ不可能に近
い．牧畜とは，放牧を通じて現在進行中の相互作用の
上に，人間の管理技法とヒツジ／ヤギの行動変容とい
うレベルの相互作用が何段階にも積み重なっている
（鹿野 1999）．こうした家畜優先の生活が，モンゴル
遊牧民のみならず家畜放牧者たちの悠々とした自我
や，一見すると不合理で刹那的な価値判断の文化的根
源として底流していることは間違いない．まさに日帰
り放牧とは，人間と家畜が相互に依存しあうことで促
される，環境適応の直接的な接触プロセスの一部でも
ある．
日帰り放牧の行動学的なドキュメンテーションを目
的として本研究では，伝統的な遊牧生活が実践される

モンゴル最西端のアルタイ山脈地域を調査地に選定し
た．同地はモンゴル国内でも牧畜世帯の割合が高く，
減少しつつある伝統的な家畜管理技術が日常生活の
中で実践されている（相馬 2014, 2015a, 2016a, 2017b, 

2019b）．調査対象地バヤン・ウルギー県（図1）では，
県内人口約100,800のうち，およそ78.0%が周年の季
節移動を行う牧畜活動従事者（現地語では「牧夫」を
示す“マルチン малчин ”）と推定されている（National 

Statistical Office of Mongolia 2012）．同地は少数民族の
アルタイ系カザフ人が人口の95%以上を占める特異な
社会情勢にあり，たとえば伝統的な鷹狩（Soma 2012; 

Soma and Battulga 2014; 相馬 2013, 2015b, c, 2016b, c, 

2017c, 2018a），刺繍・手工芸文化（Portisch 2009），カ
ザフ民族音楽（Post 2007）など，モンゴル人とは異な
るカザフ・イスラーム文化を色濃く残している．しか
し，牧畜従事者人口の多さや，伝統文化の残存の反
面，同地は首都から最遠隔地にあり，カザフ民族やオ
イラート系氏族同士の微妙な民族問題もあり（スヘー 

2007），国内最大規模の後発開発地域となっている（相
馬 2014; Soma and Schlecht 2018）．さらにモンゴル国で
は近年，家畜飼養・放牧に従事するマルチンの人口は
減少傾向にある．特に首都ウランバートルへの人口移
動は顕著で，2000年には78.6万だった人口が，2016

年には144.0万に倍増している（National Statistical Office 

of Mongolia 2001, 2016）．さらに，全国の牧畜従事者人
口（狩猟・農業・林業従事者含む）は，2000年の39.3

万が2015年には32.7万まで減少し，15年間で16.7%

減少した（National Statistical Office of Mongolia 2001, 

図1　バヤン・ウルギー県と調査地（SS）
Fig. 1　Bayan Ulgii province and study sites （SS）

（©GoogleEarthを改編して筆者作成）



̶ 376 ̶

E-journal GEO　2020 Vol. 15(2)

2006, 2016）．若者世代の遊牧離れや都市部への人口流
出の一因として，激甚化する自然災害“ゾド зуд ”など
の影響もある（相馬 2018b; 中村 2019）．ゾドとは10～
12年周期で発生する，極度の冷温や寒波，牧草資源の
低下などが複合する気象災害である（相馬 2019b）．
災害への脆弱な対処体制もあり，西部モンゴルの牧畜
コミュニティからも人口が流出する傾向にある．人手
不足となったコミュニティでは近年，草地の巡回頻
度，日帰り放牧の移動距離や割当て時間が大幅に短縮
し省力化の傾向にある（相馬 2017b）．さらに，牧畜
コミュニティとは，伝統的に近隣・親族関係の労働力
の共有と分散により成立してきた背景があり，単一世
帯で切り盛りできる生業ではない．そのため，小規模
世帯の牧畜離れや人口流出がさらに加速し，指数関数
的にマルチンが減少する可能性も指摘できる．

II　対象と方法

1. 調査の目的と意義
日帰り放牧を研究する必要性の一つに，家畜コント
ロールの行為や主体の定量化の難しさがあげられる．
人獣双方の「遊動」を描き出すための主要な手法には，
①行動分析表とGPS機器による微視的な移動分析，
②正規化植生指数 Normalized Difference Vegetation In-

dex （NDVI） を用いた巨視的な植生と遊動との関連，
が有効と考えられる．本論では，前者のミクロスケー
ルな視点を地域特有の生態環境と牧畜観に根ざしたエ
ミック emic な文化事象としてとらえ，次の三つの問
題意識を出発点としている．
（1）近年，日帰り放牧の実践の停滞や移動距離や放
牧への割当て時間が短縮化・省力化する傾向にある
が，その実態は明らかではない．そのため，日帰り放
牧の技術差による草原環境への放牧圧が，草原資源バ
イオマス変化の変数として扱われていなかった．
（2）民族間（モンゴル国内の氏族集団間）によって
家畜管理や飼養方法が異なる一方で，個別具体の相違
点を逐一インタビューで引き出すことは困難でもあ
る．そのため，アンケートやエスノグラフィック・イ
ンタビューなどの質的調査では，日帰り放牧の技術的
側面に肉迫することには限界があった．
（3）モンゴルでは草原状態の劣化や過放牧が近年学

術分野や行政実務面でも指摘されているものの，ロー
カルな日帰り放牧の実態がこれら問題の視点に組み込
まれているとはいいがたい．日帰り放牧の調査によっ
て，世帯ごとの牧草地利用をミクロデータとして整備
することで，土地利用観・牧草地の利用深度・植生ボ
リュームなどを広域に分析する手法が確立できる．
遊牧や遊動は，家畜の採食嗜好性や地域植生に大き
く依存する生業形態であるものの，地理学・文化人類
学の分野ではマクロデータとの融合が過少であった．
たとえば，ランドサット4号／5号の衛星画像データの
取得が普及し始めた1990年代半ばからはGISやNDVI

分析も導入されるようになった（たとえば立入（2000）
による北ケニアのレンディーレ遊動民の実態調査，
雷・横山（1999）による内モンゴル自治区のバイオマ
スと牧草資源の第一次生産量の推定など）．そのため，
リモートセンシング技術を用いた遊牧民の研究は，そ
の初期段階から強い関心が寄せられていた．本論は特
に，GIS／NDVI分析などを用いた季節移動や土地利
用，さらに放牧圧測定や草原バイオマス推定などの巨
視的な実態解明に付け加えるミクロな変数として，日
帰り放牧の定量化を試みた．
また，日帰り放牧をめぐるこれまでの議論から，本
来「民族誌」という高度に研ぎ澄まされた個人の経験
知に依存していた放牧活動のテクスト的記述ではな
く，行動観察と統計処理にもとづく「ヒューマン・エ
コロジー分析」の可能性に注目した．日帰り放牧での
家畜群コントロールを視覚化・計数化することによ
り，特に以下3点の解明を目的としている．
（1）動物行動学で用いられる「行動記録調査表

ethogram」を応用し，日帰り放牧担当者（担当牧夫）
の家畜管理行動「アクトグラフ actograph」を記録し，
定量化を試みた．
（2）現代の遊牧社会において，地域，民族，家畜群
規模，利用放牧環境などの相違により，日帰り放牧の
方法にどのような差異と多様性が見られるかを特定し
た．
（3）伝統的な家畜飼養方法のドキュメンテーション
の必要性から，家畜管理方法の全体像を視覚的に把握
する方法を模索し，記録・整理を試みた．
本研究は，効率的な草地巡回や放牧技術の特定を目
的としている．西部モンゴル遊牧民の日帰り放牧行動
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を数理的に読み解くことで，①方法論としての確立，
②生態学・環境学分野への応用，③地域の畜産政策の
方向性やマスタープラン策定への貢献，などを模索し
た．

2. 調査地の位置と概要
調査地点 SS は以下の2地点SS1（アルツタイ・ホロー
夏営地，2,590–2,662 m a.s.l., 46°39′26″N/ 91°50′39″E, 11

世帯．図2），SS2（ツンヘル・ノール夏営地，2,417 m 

a.s.l., 46°39′59″N/ 91°39′20″E, 38世帯．図3）を主要調査
地とし，比較調査として予備的にSS3（ホショート夏営
地，2,737 m a.s.l., 46°38′50″N/ 91°28′57″E, 5世帯）とSS4

（ドント・テムルト夏営地，2,468 m a.s.l., 46°40′56″N/ 

91°14′18″E, 14世帯）でもパイロット調査を実施した

（表1）．本調査は2013年6～8月の期間，SS1／9日間，
SS2／8日間，の合計17日間の調査を行った．日帰り
放牧の行動観察はSS1で6日間，SS2で3日間実施し
た．またSS3で7月4日（木）／8月13日（火）の2日間，
SS4で2013年6月29日（土）／8月15日（木）の2日間，
予備的にデータを取得した．なお，SS3／SS4のパイ
ロット調査は既発表論文（相馬 2017a）があるため，
本論での詳述は割愛した．ただし，補足的に一部を比
較データとして統合した．
上記のSSはバヤン・ウルギー県ボルガン郡に属する
夏牧場である．例年，宿営地近辺の秋冬牧場に滞在す
るマルチンのほか，ボルガン郡の村落中心部（ソム・
センター）とその周辺の居住者も季節移動する．夏営
地はそれぞれ標高2,500～2,650 m付近に位置し，日帰

図2　アルツタイ・ホロー夏営地 （SS1）
2013年7月撮影．

Fig. 2　Summer pasture in Altztai-Horow （SS1）
Photo taken in July 2013.

図3　ツンヘル・ノール夏営地 （SS2）
2013年7月撮影．

Fig. 3　Summer pasture on Thunher-nuur （SS2）
Photo taken in July 2013.
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り放牧地では2,500～3,100 m付近の山岳草原の利用が
確認された．SS3とSS4宿営地付近にはシベリアスギ 

Pinus sibirica, カラマツ Larix spp., ポプラ Populus spp.

などの森林植生がわずかに確認できるのみである．し
かしSS1とSS2では高木の自生はほとんど確認されな
かった．これら宿営地は民族集団ごとに，近親家族
4～8世帯による集住が行われている．こうした集住
単位は現地モンゴル語では“ホト・アイル”と呼ばれ，
行政区画上は“バグбаг／アウルауыл ” （モンゴル語／
カザフ語）と呼ばれる．これらは夏牧場における生活
および放牧・牧畜生産・活動単位となっている．夏営
地はおおむね同一の民族集団や親族グループにより利
用される傾向にある．SS1はトルグート系モンゴル人
11世帯に占有されているが，SS2はカザフ人，トルグー
ト系，ウリャンハイ系牧畜民合計38世帯により共同
で利用されている．調査地で複数の氏族・民族が集住
する宿営地は，SS2のみであった．

3. データ収集方法
調査は，以下の行程・手順（相馬 2017b）により実
施した．

（1）調査への合意が取れた牧夫の日帰り放牧に同行
（騎馬もしくは徒歩にて）し，家畜行動相とともに開始
から終了までの全行動をトレイル・カメラ（Ltl Acorn

社製品6210MC）で動画に記録した．
（2）日帰り放牧担当者にはGPS機器（Garmin社製
品GPSmap62SC）を携行してもらい，出発から帰着ま
での移動軌跡 daily orbit，移動速度，標高差，移動／
停止係を10秒ごとに計測した．
（3）臨地調査後，動画データをもとにモニター上で
観察し，観察記録表の記録から日帰り放牧担当者のア
クトグラフを作成した．記録したGPSデータはGoogle 

EarthTMおよびBase CampTMで処理を行い，Quantum GIS

（ver. 2.2）によりGISデータとして出力した．
本論では社会階層の把握には，世帯ごと（HHs）の
成獣所有頭数を基準とし，相馬（2014）で参照した同
県北部サグサイ郡での以下の基準により3グループに
分類した．すなわち，小規模家畜群保有者（Sh）が100

頭以下，中規模家畜群保有者（Mh）が101～200頭，
大規模家畜群保有者（Lh）が 201頭以上である．一般
的に成獣所有頭数100頭が，遊牧民として最低限の生
活を営める閾値であることから，任意で以上の階層化

表1　日帰り放牧のトラックデータ（世帯別）
Table 1　Tracking data of daily grazing activities （each HHs）

調査日 
（2013年）

調査地 
（SS）

対象 
世帯

氏族 
集団

集住 
世帯数

牧夫 
年齢

移動 
手段

放牧 
頭数

走行 
距離 
（km）

放牧時間 （min） 移動速度 
（km/h） 海抜標高 （m）

開始 終了 管理放牧 
時間

合計 
平均

移動 
平均

累積 
上昇

累積 
下降

最大 
標高点

最低 
標高点

①6月29日（土） SS4 DT ウリャンカイ 7 13 騎馬 308 17.0  9:36 17:52 495 2.1 3.9 843 826 3,120 2,490
②7月1日（日） SS2 SN01 ウリャンカイ 4 22 騎馬 215  9.4  8:42 12:50 247 2.3 4.3 229 227 2,592 2,433
③7月2日（月） SS2 SN02 カザフ 3 24 騎馬 362  8.9  8:01 12:32 265 2.0 4.5 181 178 2,557 2,446
④7月4日（水） SS3 HS ウリャンカイ 5 14 騎馬 248  9.8 10:00 15:53 353 1.7 3.6 380 329 2,886 2,682
⑤7月10日（水） SS1 AH01 トルグート 1 14 騎馬 632 17.3  9:01 17:23 500 2.1 4.0 947 935 3,273 2,680
⑥7月11日（木） SS1 AH02 トルグート 1 22 騎馬 496 15.9  9:05 15:56 411 2.4 5.0 608 586 3,196 2,752
⑦7月12日（金） SS1 AH03 トルグート 1 13 騎馬 770 26.5  9:06 18:03 536 3.0 5.0 837 831 3,141 2,788
⑧7月14日（日） SS2 SN01 ウリャンカイ 4 16 騎馬 215  9.0  8:45 11:52 187 2.9 6.0 290 270 2,534 2,415
⑨7月15日（月） SS2 SN01 ウリャンカイ 4 14 騎馬 215  8.4  9:03 12:34 210 2.4 5.0 200 185 3,273 2,680
⑩7月16日（火） SS2 SN01 ウリャンカイ 4 22 徒歩 215 11.8  8:47 13:22 275 2.6 3.8 377 364 2,654 2,413
⑪7月17日（水） SS1 AH01 トルグート 1 14 騎馬 632 16.9  8:58 19:13 614 1.6 3.8 1,043 1,040 3,321 2,685
⑫7月18日（木） SS1 AH02 トルグート 1 22 騎馬 496 18.5  8:14 15:11 416 2.7 5.0 587 586 3,117 2,762
⑬7月19日（金） SS1 AH03 トルグート 1 13 騎馬 770 23.8  8:30 17:58 566 2.5 5.0 725 691 3,176 2,768
⑭8月6日（火） SS1 AH01 トルグート 1 14 騎馬 632 28.8  9:04 18:28 563 3.1 4.5 848 815 3,112 2,655
⑮8月7日（水） SS1 AH02 トルグート 1 22 騎馬 496 13.2  9:16 15:34 377 2.1 5.0 628 586 3,274 2,742
⑯8月8日（木） SS1 AH03 トルグート 1 13 騎馬 770 34.6  8:58 18:04 545 3.8 6.0 1,049 1,039 3,307 2,789
⑰8月10日（土） SS2 SN03 ウリャンカイ 4 10 騎馬 215 13.3  8:48 14:04 316 2.5 3.8 * * 2,866 2,415
⑱8月11日（日） SS2 SN03 ウリャンカイ 4 10 徒歩 215 13.6  9:00 14:11 311 2.6 5.6 * * 2,860 2,415
⑲8月12日（月） SS2 SN03 ウリャンカイ 4 15 徒歩 215  9.7  8:50 12:56 245 2.4 3.5 159 189 2,458 2,398

（n＝19） 平均： 16.2 16.1 391.2 2.5 4.6 584 569 2,985 2,600
標準誤差（S.E.）： ±1.0 ±1.7 ±30.6 ±0.1 ±0.2 ±73.7 ±73 ±66.4 ±34.9

*GPS機材の不具合によりデータ未収
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によりコミュニティの生活水準を把握した．
また，本論内で記録・使用の表示時間は，モンゴル
西部時間（＝UTC＋7時間）で表記を統一した．本文
内の数値はすべて（平均±標準誤差 mean±S.E.）で表
記した．

4. 日帰り放牧の概要
本論では，小家畜群（ヒツジ／ヤギ）を被管理群と
して統率放牧する行為を「日帰り放牧」として定義し
た．日帰り放牧の担当牧夫は，宿営地に集住する世帯
すべてのヒツジ・ヤギ群を集約して放牧する（SS1: n

＝1 HHs／SS2: n＝4 HHs／SS3: n＝5 HHs／SS4: n＝7 

HHs）．SS1では集住は行われず，世帯ごとの単独宿
営が行われていた．当年に生まれた幼畜は宿営地に残
され成畜群とは混牧されない．放牧の担当は基本的
に，集住する各家族が日替わりで持ち回り，おおむね
13～15歳の少年が代替で担当につくことが多い．担
当牧夫の平均年齢は16.2±1.0歳であった．これら男
児は夏休み中の小中学生などで，牧畜業に専従してい
ることはまれである．ただし男児や子どものいない世
帯では，成人男性による専従的な放牧担当も見られた
（たとえばAH02など）．集住宿営の共同放牧では，同
一の牧童が毎日担当することは少ない．しかし単独宿
営では，日帰り放牧は牧夫の毎日から隔日の義務とな
ることもあり，相応の労働量が求められる．日帰り放
牧はほぼすべてが騎馬で行われ，徒歩で行われること
は頻繁にはない．ただし総数200頭前後の小家畜群
や，担当者が10歳以下の年少者や女児の時には，徒
歩での放牧も行われた（調査日⑩⑱⑲など）．
調査地域におけるマルチン家庭の典型的な日帰り放
牧は，毎朝9:00前後に始まり，17:00～18:00に宿営地
へと家畜群とともに帰宅し，20:30～21:00にかけて幼
畜を集約して囲いに入れて終了する．宿営地に戻った
後，家畜は宿営地付近を自由徘徊しながら採食したり
休息したりする．そのため，毎朝の集約から牧夫の帰
宅までを「①管理放牧」，帰宅してから家畜囲いへの
集約までを「②非管理放牧」と区分した．①の放牧を
「日帰り放牧」として分析対象とし，①②の合計を「1

単位放牧日」として定義した．

5. タイムアロケーション法による家畜群統率行動
の定義

（1）担当牧夫による介入行動目録の定義：日帰り放
牧中の牧夫による被管理群への統率行為は，「管理行動
目録 Grazing Inventory」として以下に列記した（表2）．
行為の記録・分析にはタイムアロケーション法を応用
し，家畜群コントロールのための管理・介入行動は
120秒間を1区分とし，10秒間ごとに1単位（1 unit＝
10 sec）として記録した．ただし「（2）聴覚的介入」
「（3）投入的介入」については，1回の行為を1単位
（＝1 unit）として計測した．同一の行為が連続して行
われた場合には，10秒間以上続くか，初回の行動か
ら10秒間のインターバルをもって1単位（＝1 unit）
として計測した．参照した測定日は表1に記載の測定
日①～⑲で示した．
（2）ヒツジ・ヤギ群の行動相：ヒツジ・ヤギ群は日
帰り放牧の全行程を通じた観察を行った．ヒツジ・ヤ
ギ群の「行動相 （phase）」には，P1～P4のカテゴリー
を設定した（表3）．群れの輪郭のP1⇆P2⇆P3⇆P4

のシーケンスで群れの輪郭の流動性と活動量の推移が
発生する傾向にある．行動相の推移と変遷は120秒間
を1区分として，最大値を12単位（12 unit＝120 sec）
として記録した（担当牧夫の単位数と同一尺度）．行
動相の分離判定が困難な際は，各時間区分の前後15

秒間に見られた行動相を群の代表値として記録した．
このほかに，群が二群以上に分かれ，別々の行動相

（たとえばP2とP3）が同時に観察されたときは12 unit

をそれぞれの行動相で二分（P2＝6 unit／ P3＝6 unit）
した．また被管理群の行動相に，50%程度また40～
60%（逆も同じ）程度で判定困難な二つの過渡的（中
間的）行動相が120秒間以上続いたときも，各行動相
を6 unitで等分して記録した．

III　日帰り放牧の現状とGPS追跡結果の概要

1. GPS追跡による牧夫の移動特性
調査地SS1／SS2での日帰り放牧のGPS追跡計測値

（トラックデータ）を図4に示した．全調査期間中の走
行距離は最小8.4 km，最大34.6 kmで，平均16.1±1.0 km

となった（表1参照）．放牧はSS2の3日間（測定日
⑩／⑱／⑲）を除き，すべて騎馬により行われた．日
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表2　日帰り放牧の介入行動目録
Table 2　Daily grazing inventory

（1）  物理的介入 
Motion

1.1. Chase  
（追立て）：

群に近接，もしくは遠方からの接近によりヒツジ・ヤギ群への明確な介
入の意図がみられる追随．スピードに関係なく，物理的に介入の効果お
よび意図が見られるとき．

1.2. Follow  
（随行）：

群との距離に関係なく，被管理群に介入の意思がみられない家畜群への
後方からの追随，および見守り・見渡しのための移動など．ただし随行
が物理的に「介入」と判断できる場合は「追立て」とした．

1.3. Chase/ Follow with Dismount  
（降馬での追立て／随行）： 降馬した状態での追立てや随行全般．

1.4. Chase for Other Livestock  
（他家畜群への介入）：

自己所有の大家畜（ウシ・ウマ・ラクダ），もしくは他者所有の家畜群へ
の介入行為．

1.5. Care for Strayed One  
（はぐれ個体の追走）： 移動や移動採食中の遅延個体（群）への意識的な介入・追立て．

（2）  聴覚的介入 
Sound

2.1. Shout  
（叫び声）： 「アイッ，アイッ」「オー，オー」など口頭による呼びかけ．

2.2. Mouth Whistle  
（口笛）： 通常の口笛，また口で鳴らす甲高い口笛全般．

2.3. Finger Whistle  
（指笛）： 高音域の音量が高く，広範囲に効果があると思われる音．

2.4. Beep Sound  
（ビープ音）：

唇や手のひらを用いた鈍い／高い警告音．音質や音量の差異により「口
笛」から区別した．

2.5. Whipping the horse  
（馬の鞭打ち）： 馬の鞍敷きや臀部への鞭打ちによる打撃音．

（3）  投入的介入 
Throw

3.1. Stone  
（石投げ）： 石，木片，土塊，糞などの群への投擲．

3.2. Rope  
（ロープ投げ）：

馬の引き綱の投擲．もしくは振り回しも同様の効果とみなし合わせて記
録した．投擲行為については，実行回数を1単位として記録した．

（4）  非介入的管理 
Rest

4.1. Sitting  
（座り込み）： 座姿勢での見守り・見渡しおよび休息．

4.2. Sleep  
（睡眠休息）： 横臥などによる被管理群への関心の途絶・休息．

4.3. Stand-by  
（待機）：

馬への採食，水やり，騎乗および降馬での準備停止，見守り・見渡し，
馬具・鞍位置の調整など．

4.4. Detached  
（被管理群からの離脱）：

隣人との面会，他家畜群への介入，帰宅にともなう家畜群からの故意の
離脱．

表3　ヒツジ・ヤギ被管理群の行動相
Table 3　Mobility phases of sheep and goat flock units

P1. Moving （移動相）： 75%以上の個体が移動・歩行を行っている状態．かつ半数以上の個体が採食を行ってい
ない状態．また群移動時に特有の縦列歩行がみられたとき．

P2. Moving & Eating （移動・採食相）： 75%以上の個体が歩行あるいは歩行しながらの採食活動を行っている状態．特に一定方
向への移動，特に個体群の頭頂方向が一致し，群全体の傾向として確認できるとき．

P3. Eating （採食相）： 75%以上の個体がほぼ静止の状態で採食活動を行っている状態．特に個体の頭頂方向に
バラつきがみられるとき．

P4. Resting （休息相）： 75%以上の個体が地面に臥した状態．
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図4　調査地SS1とSS2でのGPS追跡軌跡
Fig. 4　Orbits of herders and sheep/goat in daily grazing based on GPS logs
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帰り放牧は8:30～9:00頃に開始される．ただし早朝の
搾乳を行うウリャンカイ氏族の世帯（DT01／HS01）
では，放牧開始が9:36～10:00頃とやや遅い傾向があ
る．管理放牧期間の終了時刻はSS1で15:34～18:28頃
まで，SS2で11:52～14:21頃には宿営地へ帰着した．
放牧時間は最小187 min, 最大614 minで，平均は391.2

±30.6 minとなった．これらは被管理群の規模に応じ
て，その放牧態度が大きく異なる傾向が見られた．

2. 日帰り放牧での草地の垂直利用
SS1（標高2,468 m）とSS2（標高2,737 m）では宿営
地の地形的，また放牧態度の相違により，草地の垂直
利用に大きな違いが見られる（図5）．SS1での累積標
高差は±824 mに達し，SS2では±238 m にとどまって
いる．両者の標高差には536 mの違いが見られた．SS

の宿営地点はSS2よりも平均で315 m高地点にある．
SS1では山岳部上方に広がる高原地帯の良好な植生と，
広域な放牧面積が確保できる立地にある．そのため日
帰り放牧の移動距離と放牧範囲は，SS2の居住者より
も広くなる．

SS2の宿営地点はツンヘル・ノール湖周辺に開けた
地形が広がるものの，良好な牧草資源のある高度高原
の放牧地からは遠く，アクセスが難しい．そのため，
高原の牧草資源は，SS1居住者，言い替えれば大規模
家畜群所有者（Lh世帯）「富裕者層」に独占的に利用
されている傾向にある．

IV　行動観察とアクトグラフによる分析

1. SS1（アルツタイ・ホロー夏牧場）での日帰り
放牧

SS1では3世帯各3日間（合計9日間）の日帰り放牧
に同行し，うち6日間分をアクトグラフとして示した
（図6）．SS1に居住するLh世帯は日帰り放牧に多くの
時間を割いており，全調査日数の平均は515 min（約
8時間35分）に達している．最高到達標高は3,215 m，
最低2,734 mで累積標高±824 mとなり，高度高原で
の放牧が日々行われている．

1）平均的な放牧行動
全測定日の中で最も標準的な放牧活動は，AH01世

帯（測定日⑤7月10日（水）／測定日⑭8月6日（火））
で測定された．日帰り放牧の基本は，牧夫がヒツジ・
ヤギ群の後を追随するかたちで行われる．牧夫は群れ
に騎馬でついて行き，しばらくすると立ち止まり，再
び群れが進みだすと，また追従する，そしてまた止ま
るを繰り返し，高原部へと導く．出発から11:30頃を
過ぎるまで，ほとんどが馬上での待機・見守りなど
で，鞍位置や馬の胴帯の調整以外で降馬することはほ
とんどなかった．
【測定日⑤7月10日（水）】　典型例が示されているの
が，AH01測定日⑤の事例（図6-a）であった．これは
西部モンゴル遊牧民のほぼすべてに共通する放牧態度
といえる．同調査日は9:00頃にヒツジ・ヤギ群が放牧

図5　調査地別の高度利用
Fig. 5　Highland use at each study sites
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地に向けて自発的に歩み出したため，後を追従する典
型的な牧畜活動が見られた．高原牧草地に到着すると，
12:10頃～15:45頃まで目立った介入は見られなかった．
群の移動採食にともない，13:30頃に追従と群れの輪
郭維持のわずかな介入が見られただけであった．同日
は宿営地が望める山岳の南斜面で放牧が行われた．た
だし帰宅時には起伏の激しい丘越えがあり，群れが広
範囲に広がってしまった．そのため騎馬で輪郭部分を
駆まわりつつ，「2.2. 口笛」「2.5. 馬の鞍打ち」などの
聴覚的介入によって群への進行方向付けに腐心する動
作が見られた．
【測定日⑭8月6日（火）】　AH01での測定日⑭（図6-b）
では，日帰り放牧の出発時と帰宅時に「1.1. 追立て」
や聴覚的介入，投入的介入の集積が見られる．朝の放
牧地への移動や，夕刻の宿営地への帰巣では，家畜が
群れからはぐれてしまわないように積極的なコント
ロールが必要とされる．日帰り放牧では帰巣時のヒツ
ジ・ヤギ群のコントロールに多くの努力が割かれる傾

向にある．同日の走行距離は28.8 km, 高原の最遠地点
まで6.9 kmに達した．そのため，放牧開始の時点で選
定した放牧地への誘導があり，かつ放牧地への行程に
は狭隘な山岳渓谷の岩場と渡河の必要から，積極的な
コントロールが1時間半にわたって続いた．日中の
12:30～16:00は目立った介入は行われず，群れの移動
採食につき従うかたちで放牧が行われた．16:00を過
ぎた頃から，群れが帰巣のために山の下方へと移動の
方向付けがおのずと生じたため，追従したり，進行方
向へ歩み出て進行抑制などのコントロールが行われ
た．17:00頃からは岩場や渓谷内の進行が必要となり，
17:50には渡河の必要から「3.2. ロープ投げ」による
投入的介入が頻繁に行われた．

AH01世帯で実施された日帰り放牧の活動／非活動
比率は，測定日⑤43.5%： 56.5%／測定日⑭58.4%：
41.6%となった（図7）．AH01には父母は出稼ぎでお
らず，叔母が住み込みで子どもの食事や搾乳の世話を
手伝っていた．放牧担当者は責任感のある14歳の生

 a. AH01 世帯［測定日⑤ 2013 年 7 月 10 日］ 

 b. AH01 世帯［測定日⑭ 2013 年 8 月 6 日］ 

図6　アクトグラフによる日帰り放牧の行動分析［AH01世帯／測定日⑤⑭］
Fig. 6　Ethological analysis of daily grazing activities based on actographs
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真面目な少年（世帯の息子）が両日担当した．家庭の
事情により両親が長期で不在のために自立心が強く，
放牧活動に生真面目に取り組んでいた事例と考えられ
る．

2）省力的な放牧行動
AH02世帯（測定日⑥7月11日（木）／測定日⑮8月7

日（水））はLh世帯の中ではやや省力的な放牧行動と
思われる．担当牧夫は22歳の青年で，家長の甥にあ
たる人物が担当した．
【測定日⑥7月11日（木）】　測定日⑥（図8-a）では，

9:00前に家畜が山のかなり上方へ行ってしまったが，
牧夫はそれほど気にせずのんびり後をついて行った．

図7　日帰り放牧の活動量内訳［AH01世帯／調査日⑤⑭］
Fig. 7　Breakdown of daily grazing activities

 a. AH02 世帯［測定日⑥ 2013 年 7 月 11日］ 

 b. AH02 世帯［測定日⑮ 2013 年 8 月 7 日］ 

図8　アクトグラフによる日帰り放牧の行動分析［AH02世帯／調査日⑥⑮］
Fig. 8　Ethological analysis of daily grazing activities based on actographs
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牧夫は10:30頃まで家畜を追って高原の放牧地へ追従
を続け，その後は座り込み，11:00頃はその場で小一
時間ほど眠ってしまった．12:00頃に膨らみすぎた群
れの輪郭を調整するために追立てをし，戻ると再び
12:30頃から1時間ほど眠ってしまい，群れへの注意
は完全に途絶した．ただしその間，ヒツジ・ヤギ群は
高原部で群れを大きく広げて，群れの輪郭が安定した
自由採食が行われた．牧夫は14:50頃までは同じ場所
にずっと座り込み，時折広がりすぎた群れの集約に騎
馬を走らせる介入しか見られなかった．15:00前後に
は群れに帰巣のための下山の方向付けが自然と生じた
ため，そのまま家畜を追って帰宅した．15:40頃には
宿営地を見下ろせる丘まで家畜群を誘導し，牧夫は単
騎で帰宅した．
【測定日⑮8月7日（水）】　測定日⑮（図8-b）では家
畜が9:00前に高原へと自発的に移動し始め，それから
15分ほどたってから家畜を追従し始めた．この日は
10:00にさしかかる前から牧夫は岩山の上で睡眠休息
を始めた．滞在場所は11:00と12:30に2回変えたのみ
で，後は一所で座ったり，寝たりと，家畜群への注意
は途絶しがちとなった．14:00を過ぎて家畜群がかな
り遠方に移動してしまったことに気づいてあわてて後
を追って行ったが，その後家畜群をもとの採食地に戻
すと草原で再び眠ってしまった．15:00を過ぎると夏
の珍味でもあるタルバガンを撃ちに行くといい残して
離脱し，夕刻19時過ぎ頃まで戻らなった．

AH02世帯の活動／非活動比率は，測定日⑥36.0%：

64.0%／測定日⑮31.6%：68.4%となり（図9），非活動
が活動を大幅（平均1.95倍）に上回った．特に「4.2. 

睡眠休息」には測定日⑥で26.0%, ⑮で39.7%が費やさ
れ，たびたび被管理群への注意が完全に途絶した．牧
夫は家畜仕事に真摯な人物ではなく，脱遊牧生活を心
に描く典型的な若者世代という印象を受けた．ただし，
家畜群統率の介入・管理行動の物理的多さが，家畜群
コントロールの良し悪しを直ちに判定する尺度とはな
りえない．そのため，AH02は日々の家畜群コントロー
ルというよりも，ヒツジ・ヤギの自発性にもとづいた
採食を優先している，というとらえ方もできる．

3）最も活動的な放牧行動
AH03世帯（測定日⑦7月12日（金）／測定日⑯8月8

日（木））の日帰り放牧は，最も活動的な事例と位置づ
けられる．放牧は家族の長男にあたる13歳の少年が
担当している．年若いが，一度も学校に通ったことの
ない「プロ」の専業牧夫でもある．
【測定日⑦7月12日（金）】　測定日⑦（図10-a）では，

9:00に立ち上がり移動し始めた家畜をせかすように，
宿営地から北東の放牧地へと追立てた．主要な高原放
牧地への移動期間中，「叫び声」「口笛」「ロープ投げ」
によりほとんど休む間もなく家畜群を追立てた．牧童
は5～10分おきに追随し，働きかけ，また5～10分ほ
ど立ち止まって群れを見守り，また同様に追随した．
こうした働きかけは正午を過ぎるまで変わらず続けら
れた．宿営地から最も離れた目的牧草地に到達すると，
活動／非活動の断続は20～30分間隔で繰り返される

図9　日帰り放牧の活動量内訳［AH02世帯／測定日⑥⑮］
Fig. 9　Breakdown of daily grazing activities
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ようになり，牧童も座り込んで見守る時間に多くが割
かれた．ほかの測定日5日間と比べても，「睡眠休息」
に割かれた時間が極端に少ないことがわかる．管理放
牧期間中は，群れは完全にコントロールされ，ヒツジ・
ヤギ群の自発的採食に委ねられることはなかった．
16:00を過ぎた頃から群れが下山方向へと歩き出すよ
うになった．17:00を過ぎると宿営地付近の渓谷と隘
路を進んだため，手練れた少年牧夫でも群れの輪郭維
持に手を焼く場面がたびたびうかがわれた．そのた
め，日帰り放牧の最後20分程度は，「叫び声」や「口
笛」などの聴覚的介入により，宿営地へと必死で家畜
群を追いやる介入行動が見られた．
【測定日⑯8月8日（木）】　測定日⑯（図10-b）では，
放牧開始時はそれほど激しい介入は見られなかった．
1,500 mほど進んだ9:30頃，家畜進行方向の300 mほ
ど北側に，隣人の家畜群が並走していたため，家畜群
同士が混入しないように，双方の家畜群を引きあわせ
ないようにコントロールが行われた．ここでは投入的
介入が積極的に用いられ，家畜進行方向の積極的な方

向付けが行われた．小家畜群同士の混淆は“ホニ・ナ
エル”と言われ，所有者間での家畜分離に多くの手間
を割く「放牧事故」として忌避される．11:22～11:40

までは隣人牧夫との世間話で自群の管理から離脱し
た．また12:12～14:40までは，放牧地付近の探索・見
回り，資源収集のほか，隣人の家畜群への介入によっ
て完全に離脱した．一般的には，牧草状態が良好な場
合など群れの流動性が低い場合には，積極的な介入は
行われない．同年同地の8月の牧草状態は比較的良好
であり，日中にはそれほど介入が行われなった可能性
がある．16:22頃から帰巣中の隣人家畜群と並走状態
になったため，再び離脱してお互いを引き離す行動が
見られた．全体的には「追随」よりも，「追立て」に
よる家畜進行方向の積極的な方向付けがとられたこと
から，良好な草地への移動が行われたと考えられる．

AH03での日帰り放牧は，放牧地巡回を最も積極的
に推し進める古典的な家畜群コントロールが見られ
た．その1日の放牧活動は，9時間を超えることが珍
しくなかった．また走行距離でも23.8～34.6 kmを移

 a. AH03 世帯［測定日⑦ 2013 年 7 月 12 日］ 

 b. AH03世帯［測定日⑯ 2013 年 8 月 8 日］ 

図10　アクトグラフによる日帰り放牧の行動分析［AH03世帯／調査日⑦⑯］
Fig. 10　Ethological analysis of daily grazing activities based on actographs
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動した．AH03では，調査対象世帯中最も多い770頭も
の大規模家畜群を連れて放牧に出ている．そのため，
その管理とコントロールにはほかでは見られない積極
性が必要であったと考えられる．活動／非活動比は測
定日⑦で59.6%： 40.4%，測定日⑯では32.7%： 67.3%

となった（図11）．測定日⑯は混合回避に多くを割い
たことから，自群からの「4.4. 離脱」が放牧期間の
43.8%を占めた．

2. SS2（ツンヘル・ノール夏牧場）での日帰り放
牧

SS2では2世帯3日間の日帰り放牧をアクトグラフ
として示した（図12, 13）．SN01世帯（測定日②7月1

日（月）／測定日⑨7月15日（月）），SN02世帯（測定日
③7月2日（火））は，中規模および小規模牧畜世帯に
典型の消極的な放牧行動と位置づけられる．SS2の一
般的な放牧態度は，牧夫は8:00～9:00には家畜を率い
て放牧に出るが，12:00頃になると1人で帰宅する．放
牧地に放たれたヒツジ・ヤギ群はその後，自発的に採
食を行い，夕刻17:00～18:00の搾乳が済んで幼畜への
授乳時刻になると，宿営地付近へ戻ってくる．その後，
幼畜と混群のまま放牧地へと放され，あたりが暗くな
る21:00頃になると再びおのずと宿営地に戻ってくる．
測定日②⑨の開始時刻は9:00前後，測定日③では

8:00とやや早い．管理放牧の終了時刻も②11:46／③
12:18と早く，特に測定日⑨は地域の夏祭り“ナーダム”
が開催されたため，見物のために11:16には早々に群

れから離脱して終了となった．牧夫は宿営地から3.0 km

程度離れた放牧地へ家畜群を連れて行くと，後は座っ
て見守ったり，眠ったりしてほとんど介入は行われな
かった．投入型のコントロールもほとんど見られな
かった．コントロール行動の内訳を見ると（図13），
特に測定日③⑨では，放牧地に行っても睡眠休息をし
ていることが多く，放牧期間中の35.3～36.6%を「睡
眠」が占めている．管理放牧中の活動割合も，測定日
③43.6%： 56.4%，測定日②34.5%： 65.5%となり，測
定日⑬では18.0%： 82.0%となり，非活動時間が活動
時間を大幅に上回っている．

SS2では約38世帯が集住しているが，その他の世帯
でも放牧態度や割当時間は，上記の測定事例と大きな
差は実見されなかった．SS2では正午以降の採食は，
ヒツジ・ヤギ群の自発性に完全に委ねられている．そ
のため，家畜群同士の混合事故に対して無防備でもあ
る．放牧から帰着した牧夫は，宿営地で特定の作業に
時間を割くわけではなく，暇を持て余していることも
ある．そのため，熱心な日帰り放牧活動が行われてい
るとは考えにくい．ただし，増産や貧困脱出に対して
悲観的空気が流れる低所得者階級の牧畜世帯では，こ
うした省力化された日帰り放牧が典型的な家畜管理法
になっている側面がある．

図11　日帰り放牧の活動量内訳［AH03世帯／測定日⑦⑯］
Fig. 11　Breakdown of daily grazing activities
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V　日帰り放牧と土地利用の行動分析

1. ヒツジ・ヤギ群のコントロール方法
ヒツジ・ヤギ群のコントロールでは，1. 放牧開始の
合図，2. 夕刻の帰巣誘導／抑制，3. 安定した群れの輪
郭の維持，4. 広がりすぎた個体群の集約，5. 渡河，6. 

ヒツジ・ヤギ群同士の混合事故の回避，の主に6件に
対して，積極的な管理介入行動が割かれている．

1）放牧開始の合図
朝の放牧開始では，座り込んでいる家畜群に叫び声
や口笛で放牧開始を知らせるように行われる．家畜は
9:00頃になると自発的に放牧地へと赴くために立ち上
がり始め，自然と群れに移動のベクトルが生じる．そ
のため，積極的に家畜を追うことはそれほど頻繁には
見られなかった（測定日⑭⑮など）．

2）夕刻の帰巣誘導／抑制
SS1の放牧で最も大きな行動の集積が見られたのは

 a. SN01 世帯［測定日② 2013 年 7 月 1 日］ 

 b. SN02 世帯［測定日③ 2013 年 7 月 2 日］ 

 c. SN01 世帯［測定日⑨ 2013 年 7 月 15 日］ 

図12　アクトグラフによる日帰り放牧の行動分析［SS2］
Fig. 12　Ethological analysis of daily grazing activities based on actographs, SS2
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宿営地への帰宅時であった（AH02測定日②を除く）．
たとえばヒツジ（ヤギ）の目線よりも高い岩場などを
経由する際には，特に多くの努力が必要とされる．ヒ
ツジは視線の先にほかの個体を視認することで，群内
での自分の位置関係を把握し，かつ安心感も得てい
る．視線がさえぎられることは，ヒツジ群の統制に致
命的な混乱を与えることもある．特に起伏の険しい

SS1の帰巣時，牧夫は必ず宿営地が目視できる小高い
丘や山の斜面までヒツジ・ヤギ群を導き，それから離
脱する．家畜群が視覚に宿営地点をとらえられれば，
おのずと帰巣することができるようになる．

3）群れの輪郭の維持
日帰り放牧では，正午頃には高原の放牧地に到達し，
群れは移動せずに安定した採食活動が維持される傾向
がある．こうしたときに，群れの輪郭が緩んで移動相
に移行しないように，移動個体の先頭群に向かって牧
夫が立ち上がって石を投げ，叫び声や口笛で統制を行
う．測定日⑤⑦ではこうしたコントロールがたびたび
見られた．
また移動相や移動採食相の状態にある群れの進行方
向で立ち止まり，群れの進行を敢えて抑制する行動も
測定日⑦⑪⑯で確認された．ヒツジ・ヤギ群には日々
の放牧のパターン化によって，帰宅時間が学習され，
14:00～15:00頃に先頭集団の移動ベクトルにおのずと
高原下方（宿営地方向）への方向付けが観察された．
こうした群性に対処するかたちで，牧夫は先頭集団の進
行方向に回り込んで移動を抑制し，採食時間を確保する
ように努める介入が見られる．特に大規模家畜群を放
牧するAH03では，測定日⑦14:22～17:10，⑯15:02～
16:06では，帰宅の途につくまで進行阻止が断続的に
行われた．なるべく長い時間を採食させるために，こ
うした進行抑制も行われる．

4）広がりすぎた群れの集約
放牧中12:00～14:00頃には牧夫が「4.1. 座り込み」

「4.2. 睡眠休息」などで被管理群への注意がおろそかに
なると，移動，移動採食により群れの流動性が増し，
広範囲に広がってしまうことがある．こうしたときに，
牧夫が馬を駆って移動個体の先頭群を追立てて群れを
集約する．こうした行動が顕著に見られたのはAH02

の放牧態度であった．
モンゴル牧畜民では，群れの背後に遅れがちな離脱
個体へのフォローや追立ては，比較的頻繁に実施され
る．しかし，東アフリカの家畜放牧では，離脱個体へ
の統率行動は行われないとされている．本論の調査事
例では，群れが休息相から移動相に変わるにつれて個
体が立ち上がり移動を始めるが，最後まで立ち上がら
ない個体でも群れの末端との個体間距離が8～10 m程
度離れるとあわてて飛び上がることがある．群居性は

図13　日帰り放牧の活動量内訳［SS2］
Fig. 13　Breakdown of daily grazing activities, SS2
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人間の統率行動とは無関係に備わる群れへの帰属から
行われている．

5）渡河・隘路の進行
帰巣時の進行誘導と同様に，最も困難な群れの進行
管理は渡河・隘路の進行に見られる．前述のように，
視界のさえぎられる岩場では，ヒツジ・ヤギ群の統率
がきわめて困難なことがある．同様に，渡河にのぞん
ではヒツジ・ヤギが特に恐れて河川への侵入に躊躇を
見せることから，後方群の背後に回り込んで追立てや
聴覚刺激を与え，かつ遅延個体の集約などに費やされ
る．一例に，AH01測定日⑭9:32～10:10, 17:48～17:58

は渡河に際して介入が顕著に見られる．
6）ヒツジ・ヤギ群同士の混合事故の回避
放牧地を他世帯と共有する際には，隣人宅の小家畜
群が放牧地で混ざってしまう「異群混合事故」の回避
が放牧中の最優先事項となる．混合事故の回避行動が
見られたのは，隣人宿営地と近接するAH03世帯の放
牧であった．測定日⑦16:58～17:50は並走する隣人の
家畜群を回避しつつ，隘路を抜けた帰巣のために活発な
回避行動が見られた．測定日⑯11:22～11:42／17:00～
17:42では，隣人の家畜群に介入して，自群への混入
を防ぐ回避行動が見られた．混合事故が発生すると，
別の群れについて行ってしまう個体が多数発生する．
混入家畜の分離には多くの労力を割く必要があり，
“ホニ・ナエル”を口にすることも禁忌とする風潮が
かつてはあった（風戸 2006）．また複数世帯の家畜群
が放牧地を共有する場合，こうした混合事故や攪乱が
世帯間のコンフリクトに発展することもある．そのた
め牧夫は放牧活動中における他者のヒツジ・ヤギ群の
接近に対しては，かなり神経質にふるまうこともある．

2. 家畜群コントロールと群行動相の相関関係
家畜群のコントロールと群の行動相には，比較的顕
著な相関関係が見られた．最も顕著な事例として，
「1.1. 追立て」と「3.2. ロープ投げ」に見られた．なお，
ピアソン相関係数は1.0≧ |r|≧0.7を「強い相関」とし
て判定し，それ以外は分析対象から除外した．また本
分析では，顕著な逆相関の関係は見られなかった．
「1.1. 追立て」行動は，「総移動距離」（r＝0.88），「家
畜群規模」（r＝0.89），「総放牧時間」（r＝0.89），「移動
時間」（r＝0.91）と強い相関関係が見られた．つまり

家畜群が大きくなるほど，追立てによる頻繁な介入を
必要とする傾向にある．また大規模家畜群ほど，放牧
地での採食活動に多くの時間を割かねばならないこと
が明らかとなった．
「3.2. ロープ投げ」 の行為は，「総移動距離」 （r＝0.89），
「家畜群規模」（r＝0.75），「移動時間」（r＝0.75），「平
均速度」（r＝0.86）と強い相関が見られた．いわば手
綱やつなぎ紐の投入は，大規模家畜群のコントロール
で見られる行為であり，積極的に群れを移動させるこ
とから，移動時間と平均速度とも強い関連が見られ
た．
また放牧担当者の被管理群からの「4.4. 離脱」は，

家畜群の「平均速度」（r＝0.76），「移動平均速度」（r＝
0.71）と強い相関が見られた．これは介入管理から解
放されたヒツジ・ヤギ群が，自発的に食草地選定の移
動を行ったため，群れの流動性が増したためと考えら
れる．
またSS1で8月に実施した調査日⑯⑰⑱では，ヒツ

ジ・ヤギ群が移動～移動採食～採食を小刻みに繰り返
し，群れの流動性が7月よりやや高い傾向があるよう
に観察される．データの裏付けには乏しいが，これは
草原の牧草生育が秋に向かって変化し，栄養価の高い
牧草を求めて群れが移動を繰り返したためと推測され
る．この点については，今後の家畜行動の分析やNDVI

との対応の分析が必要とされる．

3. 日帰り放牧の活動量と土地利用
日帰り放牧の方法・技術は，家畜群の規模や放牧環
境により多様性がある．また飼育している家畜の健康
状態の特定や，群内の順位関係や親族・隣人から受託
されているような他群からの受入れ個体の大小でも群
れのコントロールには異なる手法を要することがあ
る．放牧態様による家畜や地域環境への影響をアセス
メントするには時系列的変化を追跡する必要がある．
そのため，活動量の多さが放牧方法の良し悪しを即座
に判定する変数とは限らない．しかし全体的な傾向とし
て，Lh世帯（SS1）とMh／Sh世帯（SS2）の日帰り放
牧態度には，物理的に大きな相違が見られた．これは，
そのまま調査地間の差異と言い替えることもできる．
日帰り放牧での活動／非活動比 act/rest ratio: A/Rrは
図14（計測1 min＝1unitとして算出）に示した．アク
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トグラフ分析対象9日間の平均は「活動43.2%：非活動
56.8%」（図15-a）となり，1日の半分以上を休息など
に費やしている放牧態度が明らかとなった．SS1では
平均44.8%：55.2%（図15-b），SS2で平均32.9%：67.1%

（図15-c）となり，調査地間で有意な差が見られた  

（F（1, 1）＝161.4＜293.3/P＝0.03＜0.05）．調査日別に見
ると，「活動」が非活動を上回る（＜50%）ことは測定
日⑦⑭の2日間を除いて見られなかった（図14参照）．
そのため特定の放牧地への誘導や移動困難な隘路や岩
場などがない限り，日帰り放牧全体の活動相はそれほ
ど大きくはならないと推測される．つまり牧夫は日々
の放牧では，ヒツジ・ヤギ群を放牧地へと誘導する

と，それ以降は群れの後を比較的のんびりと追従して
1日を過ごしている行動様式が明らかとなった．
物理的な日帰り放牧の移動距離／時間を見ると，

SS1の平均503 min（8時間23分）に対し，SS2での平
均放牧時間は257 min（4時間17分）で，およそ半分
（51.0%）の結果となった（図16-a）．また社会階層間
でも有意な差が見られた（図16-b）．放牧時間に対応
して管理放牧での移動距離でも，SS1: 22.5 km／SS2: 

10.5 kmとなり，大幅な相違が見られた．一方，高度利
用でも，SS1では累積標高平均±824 m以上登攀した高
原利用が行われ，±1,000 mを超える日（測定日⑪⑯）
もあった．それに対しSS2では，ツンヘル・ノール湖

図14　日帰り放牧の活動／非活動比
Fig. 14　Activity/resting ratio during daily grazing activities

図15　日帰り放牧の活動量内訳
Fig. 15　Breakdown of daily grazing activities
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畔周辺のみで放牧が行われ，累積標高平均±238 mの
範囲でしか高度牧草地の利用は行われない．高度放牧
地の利用の相違は，放牧距離の差として現れている．
分散分析の結果から，SS1／SS2でのそれぞれの行動様
式には有意な差が見られた（F（1, 7）＝5.59＜5.86/P＝
0.04.）．

4. 日帰り放牧をめぐる省力化と課題
活動的な日帰り放牧は比較的富裕なマルチン世帯に
見られる傾向にあり，これは草原で求められてきた
「伝統的な」日帰り放牧の規律や手法を残していると
思われる．なぜなら，ヒツジ・ヤギ群の誘導を怠る
と，つねに同じ場所を巡回し，その地区の集中的な食
草と蹂躙により牧草資源が劣化する傾向にある．その
ため，日帰り放牧は遊牧民にとっては草原と家畜の双
方を護るための伝統的な専従義務でもある．一方で，
最近の遊牧民の間には家畜への過干渉を避け，自発性
の採食活動を評価する傾向もある．家畜群による嗜好
性を優先し，自由放牧に近いかたちでの放牧には家畜
自身の草原適応力を高める意味では一理ある．たとえ
ばアルハンガイ県ではゾド（寒雪害）等で牧草資源が
悪化したときには，馬が採食に行った場所に宿営地を
移すこともあるとされる（相馬 2019b）．これは「馬み
ずからが栄養価の高い草地を探し出す能力がある」と
考えられているためでもある．またフブスグル県でも
「ゾドの時に自発的な採食能力に慣れていないヒツジ・

ヤギ個体は，積雪をかき分けて草をはむ能力に劣るた
め死に絶える」とも考えられている（2016年5月に実
聞）．SS2のSh世帯が家畜群の自発性に任せている行
為は，こうした放牧思想に依拠するところがある．鹿
野（1999: 72）は，成ヤギ群に入れられた仔ヤギは，
「放牧群」＋「人間による誘導」，の二重のコンテクスト
の管理下で統率され，「世話」と「依存」の相互循環
を仮定している．確かに，Sh世帯の家畜に見られるよ
うに，ヒツジ・ヤギ群は正午頃を境に管理が解かれ，
自発的に採食行動を行い，毎日21:00前には宿営地へ
とおのずと帰巣する． Sh世帯の牧夫たちはヒツジ・
ヤギが良い草を求めて行動する自発的採食活動にいわ
ば「依存」的に放牧を行っている．実際に，モンゴル
の熟練した牧夫は，必要以上に群れを追立てることを
しない．放牧地への移動には，おおむね群れの後を
ゆっくりとついて行き，群れの動きに合わせて移動と
静止を繰り返す．特に毎日12:30～14:00頃（長い時に
は15:00頃まで）は牧夫も「4.1. 座り込み」や「4.2. 睡
眠休息」に入り，群れへの介入行動が途絶することも
頻繁にある．高原での採食活動でも，ヒツジ・ヤギ群
の自発性に任せられている傾向もある．
しかし実際には，放牧活動への労働力不足，放牧利
用地の制約，熱意の欠乏などが，現代のマルチン（特
にMh／Sh世帯）の生活態度には通底しているように
思われる．特にSS2の日帰り放牧は，集住宿営地での
Sh世帯の典型的な放牧態度という印象を受ける．Mh／

図16　調査地別／社会階層別の日帰り放牧の活動量比較
Fig. 16　Comparative analysis of daily grazing activities at each SS by social stratum of herders
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Sh世帯は集住していることから日々の仕事は各世帯
員間で分担され，とりたててマンパワーに事欠く生活
事情は見られなかった．特にMh／Sh世帯で日帰り放
牧が短縮化・省力化されている傾向が見られる．SS2

の集住環境などのように，高原部へのアクセスが困難
な地形的制約も日帰り放牧の省力化の一因でもある．
また，高原地帯を独占的に利用する富裕層との社会的
コンフリクトを避けるため，日帰り放牧をしたくても
実践できない社会的要因も考慮に入れる必要がある．
いわば日帰り放牧への集中的な労働投入は，多くの家
畜の世話をする比較的富裕な階層（Lh世帯）によって
実践される「特権的行為」となりつつある．大家畜群
を日帰り放牧に出すときは，放牧時間は9時間を超え
ることも珍しくない．比較的放牧時間の短いLh世帯
（たとえばAH02）でも，放牧管理・誘導時間は377～
411 min（6時間17分～6時間51分）の時間が割かれる．
そのためAH02世帯に関しては，ほかの大家畜群所有
者と比べて，集中的に労働投入をしているという印象
は受けがたい．それでも，これはSh世帯の倍以上の割
り当て時間に達している．またデータ上の裏付けには
乏しいが，担当牧夫の年齢が10代よりも，20代など
の高い年齢になるにつれて，放牧活動中の休息相が高
くなる傾向が見られる．コミュニティや家族では，10

代の若年牧夫は立場上，仕事を怠けることはできず，
専従義務に忠実にならざるを得ない．ある意味では，
20代では仕事の効率をわきまえていると解釈するこ
ともできる．しかし，実際には年齢の高い人物ほど仕
事への専従義務を放棄する傾向は否めず，これは西部
モンゴル遊牧民の間では広く認知されている社会問題
でもある．一例に，DH01世帯のパイロット調査日
（2013年8月15日）では，25歳の牧夫が放牧中に，筆
者に放牧を任せてタルバガンを撃ちに行き，夕刻19:00

過ぎまで戻ってこなかったこともある（相馬 2017b）．
同様のことが測定日⑮AH02世帯でもあった．8月中
の放牧活動では，タルバガン猟により日帰り放牧がた
びたび中断されている．
日帰り放牧は牧畜民にとって，最も根源的な家畜管
理技術といえる．伝統的には牧夫が草原状態の良し悪
しを把握し，家畜を引き連れて肥育する目的で行われ
る．遊牧民の生活労働とは，つねに来冬や来夏への投
資でもある．本来，家畜群を日々良質な牧草地へと放

牧して肥育させ，歩留まりの良い個体に仕上げること
で冬を乗り越え，その先の春の出産による増産を意図
する遊牧生活のサステイナビリティを下支えする根幹
の活動である．しかし，近年見られる日帰り放牧の短
縮化・省力化は，家畜自身の食草活動への自発性に依
存しているというよりは，人間の家畜管理への関心の
停滞が背後にあり，牧畜活動への熱意の減退や怠惰に
起因する可能性も指摘できる（相馬 2014; Soma and 

Schlecht 2018）．モンゴルに限っていうとマルチンの
遊動（季節移動／日帰り放牧）の範囲は特定の域内に
限定されており，必ずしも牧草状態の良い場所に移動
するわけではない．こうした放牧活動の矛盾や非合理
性に対しては，その初期から今西錦司らによって疑問
が向けられていた（今西 1948）．この意味で遊動とは，
家畜飼養のための生態環境上の不可欠な土地利用変遷
としてだけではなく，新天地への移転・流転・漕ぎだ
しなど，遊牧民にとっては遊動そのものが文化的に肯
定的な意味合いを持っている（相馬 2019a）．ゲルとは
草原の遊動生活に対応した居住形態でありながら，都
市部や市街地に住む現地居住者が，夏の間にわざわざ
軒先にゲルを建てて住むのは，夏牧場への移動を模し
た伝統へのささやかな回帰ともいえる．いわば日帰り
放牧を日々の営みとする「遊動」「季節移動」とは，遊
牧民が自らを誇る遊牧社会における切り離しがたい文
化的景観 cultural landscape でもある．こうした遊牧民
と家畜の関係は，「ヒト自身のドメスティケーション」
（Fijn 2011）といった極端な表現をされることもある．
狩猟や採集といった環境依存の不安定な生活から抜け
出すという意味で，家畜飼養を通じて人間が自らを社
会・環境条件に順化（広義のドメスティケーション）
させたことは，ある意味で間違いではない．家畜と遊
牧民は生物学的な意味での「共生 symbiosis」の関係に
あり，片方の消滅はもう片方の死をも意味している．
家畜群（特に，ヒツジ／ヤギ／ウシ）は遊牧民による
群内管理と宿営地への帰巣なくしては，草原では生存
できず，一晩でオオカミ等に駆逐されることもある．
一般論として論じられる「共存 co-existence」の概念よ
りも，遊牧民と家畜の関係とは，命の「預け合い」と
もいうべき緊張感の横たわる共生依存の関係にあると
いって過言ではない．日帰り放牧による牧草地の選定
や遊動は，良質な食草活動を促すことで家畜群の生命
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を預かることでもある．家畜のペースに合わせた生活
を営むことで，収量や生産能に固執したヒトと家畜間
の緊張関係から距離を置くことにもなった（加納 1980: 

232）．動物資源の一方的な搾取を慎み，家畜の主体性
とそれを左右する周辺環境に従属した自然との連続的
な営みの数千年が，刹那観に依存するモンゴル遊牧民
独特の情緒と主観を創り上げたといえる．いわば日帰
り放牧と遊動の季節性とは，モンゴル遊牧文化の原点
であり，現代モンゴル社会の深層を流れる源泉と言い
替えることもできる．そのため，家畜飼養や管理への
関心の途絶や遊牧離れとは，自身の思想上の底流を否
定することでもあり，特に若年世代や小規模世帯はそ
うした文化的淵源への認識をあらためる態度が求めら
れているといえる．

VI　まとめ―アクトグラフ分析の有用性と課題―

日帰り放牧は遊牧民の生活で多くの労働と努力を占
めるにもかかわらず，データ収集上の困難もありこれ
まで本格的な調査分析の対象になりにくかった．それ
は，インタビュー調査などではその実態（移動距離／
時間／場所／方法／行動態様など）の判定が困難であ
り，テクストでの記述に限界があったためでもある．
本研究ではアクトグラフを用いることにより，西部モ
ンゴル遊牧民の「日帰り放牧」を定量化し，視覚的情
報として整備できる有用性を検証した．さらに放牧担
当者の騎行路をGPS計測し，アクトグラフと連動させ
て活動の特性を考察した．
特に本研究では，以下の点を明らかとした．
（1）日帰り放牧での家畜群コントロールには，3カ
テゴリー12項目（表2参照）の介入行動が見られ，家
畜群を管理・遊動する技術的側面が明らかとなった．
（2）日帰り放牧は短縮化・省力化（活動量小＋移動
距離・標高差小）される傾向にあり，特に小規模家畜
群所有者（Sh世帯／Mh世帯）にこうした傾向が見ら
れた．
（3）熱心な日帰り放牧（活動量大＋移動距離・標高
差大）は，大規模家畜群の所有者に実践される傾向が
見られた．
これらの結果と考察を踏まえ，アクトグラフを用い
た行動分析法には，以下U1. 行動様式の把握，U2. 土

地利用状況の特定，U3. 行動譜としてのドキュメン
テーション，の有用性 utility を提示できる．
（U1）放牧の行動様式の把握：放牧担当者の家畜群
コントロールの介入行為・管理行動の数値化と，ヒツ
ジ・ヤギ群の行動相の記録により，個別の行動態様と
活動量が数理的に把握可能となった．これにより，地
形ごと，被管理家畜群の規模ごと，季節ごとなどで，
最も効率的な日帰り放牧の方法を推定することも可能
となる．
（U2）土地利用状況の特定： GPS計測により，日帰
り放牧の移動軌跡と行動範囲を特定することで，移動
軌跡，行動範囲，牧草地利用とローテーションなどの
モビリティを総合的に可視化することができる．また
被管理群（ヒツジ＋ヤギ）の行動特性とも照応させる
ことで，地域の牧草地利用の深度や，植生資源への負
荷を測定することができる．
（U3）行動譜としてのドキュメンテーション：モン
ゴルの牧畜人口はおよそ32万人まで減少しており，
今後10年後，20年後にはその人口はさらに過少とな
り半減する可能性がある．アクトグラフを用いた日帰
り放牧の記録とは，いわば行為・行動を記録したスコ
アブック「行動譜」であり，遊牧民の伝統的な暮らし
の失われた未来での貴重なドキュメンテーションとし
ての有効性が見いだせる．
日帰り放牧は，少ない牧草資源を有効に活用するた
めの生存戦略の一つである．近年の遊牧活動では，日
帰り放牧は省力化される傾向にあり，その技法も世帯
ごとの家畜群規模や牧畜習熟度に依存する傾向にある．
アルハンガイ県やフブスグル県などモンゴル国内の家
畜保有数上位の地域でも，日帰り放牧を行わない世帯
も多数見られる．そのため，日帰り放牧の技術的・文
化的重要性がコミュニティ内で共有されにくい現状に
ある．さらに，個人世帯による家畜増産への異常な執
着から，本来は共有すべき牧草地を富裕層やLh世帯
が排他的・搾取的に占有する状況も確認される．牧草
地の公平性やコモンズとしての位置づけが揺らぐ現
在，牧畜コミュニティと放牧環境の持続可能な開発・
改善に向けて，日帰り放牧の科学的解明は不可欠であ
る．本論で示したように，日々の放牧活動を定量化す
ることは，地域間・世帯間での放牧効率を比較可能に
できる．さらに，家畜の歩留まり，健康管理，肥育状
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態などのデータに付け加える変数として，効率的な草
地巡回や放牧技術の特定も可能となる．たとえば，
NDVIと対応した放牧地域の牧養力と，日帰り放牧活
動の関係を分析することにも役立てられる．そのため，
日帰り放牧の総合的な理解によって，地域の畜産政策
の方向性やマスタープラン策定に資するエビデンスを
提示することも可能となる．本調査の対象は限定的で
あり，今後はモンゴルの広域な日帰り放牧との比較か
ら，地域固有の手法や適応戦略を読み解くことで，モ
ンゴル遊牧民のたぐいまれな家畜管理技術の断片を描
き出せると考えられる．持続可能な放牧環境の保全・
開発に向け，本研究手法をモンゴル遊牧民の社会・文
化研究に統合することで，文理融合の視点で家畜放牧
技術の実証的解明に展望が見いだされる．
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