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個人請負制下における中国遊牧実：態

一新彊ウルムチ県ジャブサルサラ村周年調査より一

黒河功

！

2

3

4

ウルムチ県の自然・社会的条件と畜二業

ジャブサルサラ村における遊牧業の展開

周年調査の結＝果

新彊地域における牧畜業の課題

1　ウルムチ漿の自然・社会的条件と畜牧業

　新彊粥グル自治区は中国の西北部に位麗し、中国国土の6分の1にあたる160万平方

キ難の面積をもつ中国最大の行政区である。天山山脈がその中央に東西に横たわり、

それを分水嶺として南国、北彊に分かれている。また、天山山脈の東端にある吐魯

番、論密の地域は東彊と呼ばれている。鳥魯木斉漿は新彊の首都である鳥魯木斉市

を中心として北彊に属し、天山山脈の北麗、ジュンガル盆地南端に接している。天

山山脈は3－4列の平行に走る山脈からなる広大で峻険なる山脈であり、その南北の

麗には深い谷や沢および丘陵や盆地が無数に分布している。それらを含めて鳥魯木

々県は東西190k田、南北120Rm、1万1千3百k㎡の面積をもつ。

　居住入口密度は平均19．6入／k㎡で、新彊全体のおよそ2倍であるが、天山山脈西

南端麗および天山早態達山脈麗地帯は2－6人／k㎡と少なく、鳥魯木斉市内を中心と

してとくに人口密度が高いようである。県土の50％が山地、16％が丘陵、平原は33

．4％であり、平原のうち荒漠草地が54％、耕地が41％、湖沼など水域が5％である。

天由山脈は3千田一5千組の高峰が連なる一方、烏魯木斉県東部は中国大陸で最も海抜

の低い吐替番盆地（最も低いところで海面下15伽）に連なっており、高低地の幅が

たいへん大きいところである。地質的には南由沖積（洪積傾斜礫質平原）、柴窩墜

（達坂城断陥谷地）、鳥鼻木十河沖積（洪積平原罵市郊外、一部西郊礫質平原）の
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3っの部分に分けられる。

　烏搾木斉県農牧業の気候をみると、調査対象地区が属する南山放牧置網区は烏丹

木斉河沖積や柴窩墾よりも年聞降水量は多いものとなっているが、それでも5鳶ミリ程

度である。また高度が高いこと：もあって他の地区よりも平均気温が低く、霜が響く、

積雪も多いものとなっている。すなわち相対的に農耕よりも畜牧業地帯であるとい

うことができる。また岡じ県であっても3地区の気候条件は標高の違いにより極端に

異なることが分かる。

　四季の専門からみると、夏牧場は海抜2千から3千mで七月単勝気温9．5度。、最高

温度20度強、4月から7月で477ミリ程度の降雨がありこれは年聞のおよそ90％に当たる。

中旬草地や水草が豊富にあり、総じてこの季の気候は涼しく蝿もいなく牧畜麗育に

最適な環境を作りだしている。一般的に5翔中旬に融雪があり、6月下旬から7月初旬

に夏営地に移動し、9月初旬に降雪が始まるまで滞在する。

　冬営地は、海抜1チ5酉から1千9落鵬の標高に位辞する。森林区や渓谷に植生する林

地および由間の渓谷などに設営されており、風や雪など自然の災害から家畜をまも

れるような場所に設営される。11月から翌3月までの平均気温は一9．5度から一10。7度

。、最低気温一30．9度。、5月の平均気温一7．8度。である。また簸大積雪27ミリである。

博引達山脈の南方の柴窩墜および達坂城地域の冬営地での人畜用の飲用水は、山間

地の井戸湧水を除けば、積雪は各地で不均一ではあるが、しかし冬期はそのような

積雪に依らざるをえない，

　春秋営地は、海抜1千1百mから1千4毒田に位置する。主に山脈の南部の礫質平原（

柴窩墜や達坂城地域）に分布する。春季3－5月の平均気温は9．8度から6．5度。、秋

期8－10月の平均気温は！3．2－1！．7度。である。このような春秋輿地では11月下旬で

安定した積雪がえられるが最大積雪深度は5ミリである。融氷雪は3月上旬であり、そ

れによって草地その他の植物が芽を外し始める．しかし年間の霞然降水量が59．6－

181．6ミリであるのに対し、最大蒸散量は2372．5翅である。気候は干畢であり、入畜飲

用水の条件格差は非常に大きいので荒漠草地の有効利用率は低い。

　1984年以前の人民公社時代には、鳥魯木斉県では11の人民公社、3っの牧場、87の

大隊、43の生産隊があった．そのうち牧業大隊は9っ、牧業生産隊は29存在し、県全

体としては半農半牧といえる。このような産業構造は、それ以降の責任生産制ある

いは個別経営体制に移行した現在においても、大方のところ変わりはないといえる。

25の民族がおり、漢族44．2％、瞬族3三．4％、略解克族16％、維吾ホ族8．1％、その他

民族0．3％である。入口14万3千入、うち農牧業人口は12万4千入で87％を占める。そ
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のうち牧業入口は農牧人口のおよそ20％で、さらに牧業專業労働力は牧業人口の40

％である。

　鳥銘木斉県は、自然条件や気候条件が平坦平原・由麗地・盆地、温涼・冷涼、干

旱・湿潤など、さまざまな様相を含んでいるが、地帯構成ごとに家畜飼養の状況を

概観すると、憂慮木馬市近郊一円の鳥魯本斉河沖積地帯では、非牧畜的家畜である

縁猪、鶏・鴨、あるいは朧・螺が相対的に多く飼養されている。柴窩墾や達坂城な

どの午畢平原および山間盆地ではとくに瀦駝が多くなっている。

　烏魯木斉照の土地面積の85％が草地であるが（表1）、そのうち利用可能な草地

面積はおよそ70％である（表2）。表の数値は草地を個別に分割する以前のもので

あるが、当時の人工草地の割合O．13％は、現在でもそれほど増加しているとは思わ

れない。利用可能草地面積の各四季ごとの使用割合は（表3）、冬草地として42％、

夏草地として18％、春秋草地として32％の配分状況である。このように冬草地に大

部分を劉いているが、頭当り必要面積は春季で約12泓、秋季で21畝と、夏季の4鉱に

くらべ草蝿格差のため多くの面積が必要とされるからである。しかし理論的養畜童

にくらべ実際の養畜量は、春季でおよそ2倍、夏季で1．3倍、秋季で3．6倍、冬季で1

．3倍となっており、とくに秋季での飼料基盤の不足が著しいものとなっている。

　このことは厳しい冬季を迎え、多面の淘汰、肉用としての販売量があることを窺

わせると同時に、慢性的な飼料不足による栄養障害の多発、したがって良質な繁殖

用家畜として育たないなどの矛盾に陥る危険性をはらんでいる。草地に対するこの

ような過剰頭数を抱えたまま冬季に向かったとしても、白髭、黒害などの僅かな雪

害にも対応できず、家畜群全体に麗わる被害を被り易く、大きな危険を背負うこと

になる。

　1981年の生産統計によると（表4）、期首頭数に対する期末頭数は2万4千3百頭の

増加という実績であったが、1985年の計画では期首頭数に対して期末頭数は5千頭の

増加、1990年計画では1チ頭の増加、2000年計薗では9首頭の増加と、計画では頭数

拡大割合を落として出ている。このような全体的に頭数の微増政策は、特定の畜種

の増減ではなく各種大家畜および小家畜各々に及び、鳥魯木面恥における家畜飼養

の構成は現状の構成が概ね適当であり、あまり変化させないという姿勢が窺える。

一方、面隠頭数に対する損失成語頭数率は、81年実績では15％であるが、85年計画

では8．5％、90年計画では5．7％、2000年計画では4％とその見積りを下げてきており、

微増傾向の下でも損失率低下への何等かの対策を講じ、生産効率を向上させるとす

る政策といえる。
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表！　鳥魯木骨県土地利用統計　　（単位；鉱、％）

土地総面積 16，668，749

草地総面積合計

　可利用草地小計

　　放牧地

　　割草地；天然草地

　　　　　；入工草地

　　疏林地

　　跡敷区（無効区）

14，194，875

9，622，576

9，512，446

　　35，030

　　12，125

　　62，975

4，572，300

森林地

憎憎地

農田地

その他

666，450

28，800

984，074

794，594

表2　烏魯木斉県各季草地面積 （単位：畝％）

総面積 可利用草地面積 可利用率 各季面積率

合計 14，194，876 9，622，576 67．8 100．0

冬期草地

春秋季草地

夏季草地

四季草地

5，719，982

3，763，910

3，594，43！

1，116，553

4，066，907

3，026885

1，736，381

　792，403

71．1

80．4

48．3

7！．0

42．3

31．5

！8．0

8．2
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表3　鳥魯木斉県各季別養畜量平衡表 （単位：頭）

理　論　　　実　際　　　超過量　　対理論の　　頭当りの

養畜量　 養畜量 実際率　必要面積

春季草地　254，503　　502，525　　248，022　　1．97

夏季草地　446，182　565，463　　119，281　　1。27

秋季草地　146，399　527，612　381，213　　3．60

冬季草地　　　397，818　　　　512，769　　　　114，951　　　　　1．29

11．9　（毒ム／頭）

3．9

20．6

10．2

頭当り必要面積篇目利用草地面積÷理論養畜量

表4　丁丁木二三　1981年度牧二業生産統計 （単位：頭）

期 適母 繁幼 損成 増 純増 員玉 期 羊期

首 齢畜 憩畜 失畜 加総 加 袴 末 単末
頭 頭 周頭 頭 頭 頭 頭 頭 位頭

数 数 数 数 数 数 数 数 数

総　合　計 373363 153661 129765 23099 106666 24316 98174 397679 604298

大家密合計 4775王 10176 6426 1448 ξ978 2028 2907 49779 241052

牛 2174圭 5241 3899 686 3213 2477 1166 24218 121090

馬 18253 3147 1562 610 952 一708 1214 17545 87725

騙 6097 1338 826 52 774 256 505 6353 19059

騙 47 一 ㎜
2 一2 一5 一 42 21◎

騎駝 1613 450 139 98 41 8 22 1621 12968

綿山羊合計 317404 142827 121137 ㌔21200 99937 22823 90688 340227 340227

綿羊 260742 120441 102295 17678 84617 18236 76372 278978 278978

由羊 56662 22386 18842 3522 1532G 4587 14316 61249 61249

三猪 32◎8 658 2202 45圭 1751 一535 4579 7673 23019

鶏 卿 一 一 ｝ 一 一 縣 一 一
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　これら生産計画表によって強いて特定畜種に関する動向を上げれば、養豚および

養鶏を大きく導入させようとする意図が示されている。すなわち非遊牧的家畜の拡

大の意図は、遊牧業に対する定住化、半定住化政策と強く閣連があるといえよう。

また、嵐荷頭数は81年実績に対し85年計画ではおよそ5万頭の増加、85年に対する9

0年計画でも5万頭の増加、90年に対する2000年計画でも5万頭増加となっており、毎

年1万頭の出荷増を見込んでいることが分かる。すなわち、既に草地・等量が希少資

源となっている状況下を踏まえ、そのような資源をさらに費消する「元」の拡大で

はなく、そこからえられる「利」を大きくする方策を狽うものといえる。

2　ジャブサルサラ村における遊牧業の展開

　ジャブサルサラ村は、薪彊弼グ1哨治区の首都である鳥魯木斉射から120K組離れて

天由山脈・報酬河沿いの沢を上り詰めたところにある。村は個人請負鰯となる前に

は7っの生産隊をもち、そのうち3つが牧畜業と4つが農業主体の集団である。農業で

はもちろん定住して行われている。現在でもそのような生産隊のまとまりで行政的

対応がなされている。

　農牧戸数は521戸、入口3，259人、うち遊牧民は281戸、人口1，797人（1990年6月）

である。農耕地は約1万泓、放牧面積95万鉱。年度当初の大型家畜は5，215頭、小家

畜25，985頭、合計31，000頭である。それに加えて6月までに生まれた家畜は12，231頭

であるので、現在の飼養頭数は41，887頭となっている。成畜頭数でみれば84年以前

の生産責任制当時にくらべ39％増興している。これらの頭数規模は89群に分かれて

放牧がなされている。

　生産責任制以前ではこのような高い増加率はみられなかった。つまり自分が所有

する家畜ではないからであり、管理不行届きで自然損害率が高かったためである。

個人責任鰯となってからは自然損害率はゼロに近いところまでとなっている。また

自己所有の家畜であるので増頭に一生懸命となり、積極性がでてきた。国の羊の必

要頭数が年によって異なるので、納税頭数は年々異なるが年平均3，200頭（飼養頭数

の約1割）である。それを281戸の牧民に家畜飼養頭数規模によって割り当てている

が、その他は自由市場で個人的に処分しても良いことになっている。

　95万畝の放牧面積は、夏草地342，842鉱、冬草地286，152泓、春秋草地321，000畝に

分け、平均的な牧業経営像は150頭の綿羊・山羊と20頭程度の大型家畜をもっという
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ものであり、大きくは450頭の羊と50頭規模の大型家畜を飼養し、小さいと：ころで7

0頭規模の羊と10頭程度の大型家畜をもつというものである。

　84年以降の個々責任翻の実施によって草地も個人に分割されてきたが、それを象

徴する牧柵は請け負った牧町ごとに、主として定住するところの冬草地に対してな

されている。あるいはこ砂ような個入ごとではなく、2－3戸のグループで囲むことも

ある。後継者の場合は、当初50頭の羊と馬4頭と牛5頭といった規模の家畜と1っの

包を、親から譲り受けて独立（結婚）する。しかし現在新規参入者への草地割当分

がなくなり、現行の割当草地をさらに細分化する形で再配分の方法が考えられてい

るが、大きな地域闇題となっている．できなければ親の配分地に潜り込ませるより

方策がない。

　村の住民全体でみた1984年当時の人ロー入当り平均年収（子供も含めて）は120元

であったが、1990年では486．5元となっている。自然災害は秋、春、および冬季にお

いて、3畷年に一回あるいは5－6年に一回に畳々で発生している。そのような場合、

国による飼料供給等の援助があり、また死亡家畜に対する補償も少しはなされてい

る。

　以上のように、全体的に草地面積が不足しこれ以上の多頭化は困難な状況となっ

ている．したがって草原法を基にして、村独自の草原管理条例を策定することによ

って草地の有効利用と過放牧による荒廃化を防ぎ、一方で家畜頭数の拡大を抑え、

むしろ新駅細毛羊品種に切り替えていくなど、品種改良の必要性がある。同時に乾

燥地においても適量の豊富なかっ嗜好性の高い草の晶種開発・改良に関する研究が

必要とされている。あるいは秋季、冬季、春季における飼料基盤確保のために、飼

料貯蔵に関するさまざまな工夫が必要とされている。　　　　．

3　周年調査の結果

　さて今年度は、早耳では6戸の聖業経営の周年的調査を試みた（1990年冬季から同

年秋季まで）。6戸の牧民は全員が喀薩克族である。かってこの地では蒙古族が遊牧

生活を行っていたが、漸次、天山山脈事事ホ峰を越えて、隣県の昌吉県へ移ってい

ったと言われている。そこへ後から恰薩克族が遊牧昆として移住してきた。したが

って給薩克族が蒙古族を追い出したのではなく、むしろ先住の蒙古族がより良い草

地を求めて移住していったと考える方が素直である。蒙古族はかつての成吉思汗に
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表5　飼養家畜の構成 （単位；頭）

（1）托乎 （2） （3） （4） （5）阿布 （6）

性別・年齢など 塔ホ別克 庫魯木漢 阿札提 蘇力抱 都熱西提 買束
（峨3才） （62才） （35才） （48才） （62才） （48才）

母羊（生産罵〉 60 12 33 80 80 30

綿 雄羊（生産用） 1 1 2 6 5

羊 褐羊（毛・出荷） 30 10 20 50 70 20

同病（補充） 19 10 9 24

仔羊（補充） 46 9 26 75 60 23

母隼 4 3 2 6 6 2

雄牛 1 1

牛 役牛 2 4 3 4 6 2

幼牛 1 2 2 3 4 1

仔牛 2 2 2 5 3 2

母馬 3 2 2 2 2

雄馬 1 1

役馬 4 2 2 6 4 1

馬 幼馬 2 2 1 ユ

後継母馬 1

後継役馬 1

原種馬（ポニー） 2 1 1

山 母羊 10 4 6 11 8 5

羊 鈴羊（最シカ） 5 2 6 6 11 3

幼羊 1 5 6

仔羊 4 2 2 6 3 3

粍 母粍 2

牛 雄粍 2

ヤク） 幼粍 2
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よる世界制覇にみられるようにアジア全域にわたって進出を果たしていた。また漢

民族による執権時代にあっても、勇壮活発な資質をもつ蒙古族は乞われて辺境派兵

の先頭にたっていたこともあって、現在の新彊でも彼らの流れを汲む蒙古族の足跡

をみることができる。例えば、薪彊における地名などは蒙古族固有のものが現在で

も使われている。

　また鳥魯木下地方では、かっては少数民族としては主流である維吾ホ族も遊牧を

行っていたが、維吾ホ族は次第に山から下りてきて、烏魯木斉市など都市部に定住

化し商業に就くようになった。そこで鳥黒木斉地方の遊牧は相対的に。薩克族が受

け持つようになっている。

　調査対象牧民の氏名と飼養家畜頭数は以下のとおりである（表5）。

　6戸の飼養家畜構成は、綿羊を主体として山羊、牛、馬の家畜群であることが共通

であるが、（4）の蘇力担はその他に粍牛（やのを飼養している。前述のように鳥野木斉

県で考えられている飼養規模像を参照して規模別にみると、（！）増訂塔ホ別寛は中規

模、（2）庫魯木漢は小規模、（3）阿札提は中規模、（4）蘇力担は大規模、（5）阿柘都熱

西提は大規模、（6）買東は小規模と位置づけられよう。

　生産体制が個別生産鋼へといわゆる個人に資源を配分する場合の配分基準は、基

本的には個人が抱える家族人数規模である。すなわちくいぶち分として、その「禿」

を配分するという考え方である。あるいは生産単位である家族が抱える労働力に見

合った規模を配分するということであろう。したがって、配分当初以降畜牧業展開

過程は個々によってさまざまであり、　「利」を生むところの再生産過程は個溺によ

って格差はあるとみられるが、個人生産制以降後十年も経てばいないので、現在の

このような飼養規模の格差は、ある程度当初配分規模すなわち家族人数によって規

定されているとみられる。

　また（2）庫魯木漢は62才で小規模であるが、以前は大規模であったが長男、次男と

続く男子子弟の独立を援助してきた結果として、現在規模になっていると考えられ

る。馬飼野梅の後継は末子相続である。親を養うための飼養頭数規模としてはいく

ぶん足りないといえるが、60才を越え引退（退職）するとかっての責任生産制時代

にもらっていた給料水準の85％が年金として国家から支給され、居住場所も与えら

れるので、そのように親が別居した上で、末子夫婦が独立する場合の初期条件と：し

てはごく一般的な水準といえる。

　秋の終わりから冬にかけて、越冬不可能な脆弱羊や6産以上の＝老廃羊を手始めに家

畜を処分する。隼はおよそ10年以上、馬は15年以上で売却するが、個別生産制移行
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の折には1頭の牝牛しか配分されず、現在はまだ増殖中であり、基本的には牛馬の生

体を販売する段階ではない。牝牛は搾乳用、牡牛は包の運搬用、馬は家族一人一人

の重要な交通手段である。税金は、国の必要度に応じて年々異なるが、飼養頭数の

およそ10－20％の生体納であり、2才羊が対象となる。仔牛段階での販売はしない。

　6戸の周年的家憲飼養状況をみると：、羊に関しては春季に成牝羊頭数のおよそ75％

から95％の繁殖があることがわかる（表6）。どちらかというと、小規模経営の方

で繁殖率が70％台と低く、大規模層の繁殖率が相対的に高い。死亡率についても、

相対的に大規模で低く、小規模で高くなる傾向を示している。飼養技術についての

詳細な調査をしなければ、飼養規模とこのような技術格差における相互依存関係が

いかなるものかは確定できないが、家族入数等による個溺配分初期条件の格差およ

び現在の家族労働力とともに、牧民聞における飼養技術の優劣が十年聞における牧

業展開の中で頭数規模格差をもたらしたのではないか、が示唆される。

　　　表6　周年的出生率・死亡率

出 生 率 死 亡 率

綿羊 牛 馬 山羊 粍牛 綿羊 牛 馬　山羊 粍牛

（4） 0．94 1．00 0．0 0．60 LGO唱 。05 ．i3 ．O　　．16 ．50

（5） 0．81 0．60 0．50 0．38 一 ．04 ．16 ．50　．40 一

（1） 0．92 1．50 1．00 0．40 一 ．06 ．33 ．33　．0 噺

（3） 0．79 1．00 0．0 0．33 ｝ ．12 ．33 ．O　　．14 ｝

（2） 0．75 0．67 0．50 0．50 ｝ ．08 ．39 ．0　　．40 向

（6） 0．77 0．0 一 0．0 一 ．11 ．50 ．0　　．0 一

三生率＝春季鐵生頭数／春季成牝頭数、

死亡率＝各季死亡頭数／各季飼養相当数

　周年的な家密増加率をみると（表7）、各牧民ごとに三種による増減の相違がみ

られ一様ではないことがわかる。それぞれの経営戦略あるいは個々の家族生活での

事情が少なからず反映しているものといえる。しかし最大で30％台の増加率がみら

れるが、全体的には15％前後の数字が示されている。現在納税分が同様程度とすれ
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表7　周年的家畜増加率

由換算緬山羊

話頭田頭　数　綿羊　　牛 馬　　山羊　　粍牛

（4）　1．239』　1。302　　！。320　　1．188　　1．000　　1。167　　！。400

（5＞　1．127　　1．157　　1．198　　1．118　　1．0◎0　　0．8Q8

（1）　！．15G　　1．214　　1．214　　1。200　　1。OOO　　1．211

（3）　1．139　　1．196　　1。214　　1。125　　1．000　　！．077

（2）　1．143　　1．133　　1．167　　1．100　　1．250　　1．000

（6）　0。918　　1．250　　！。304　　0．375　　1．000　　0．875

ば、このような周年的な飼養頭数の推移からは、短期間での急激な拡大は困難であ

ることがわかる。もちろん、このことは烏面木届出あるいは中国全体においても牧

畜の頭数拡大ではなく、晶種改良などによって高品質化への方向転換が模索され始

めていることと軌を一にする動向ともみることができよう．しかしながら、これま

でに販売と保有の各々の対応を、このような周年的循環の申で、いかに巧みに使い

分けることで頭数を確保してきたのかについては、さらに究める必要がある。

　さて6戸の中で簸も平均的な飼養規模であり、烏魯木斉県の遊牧経営を典型的に代

表するとみられる（1）托乎塔が別克氏を例にして、いま少し詳しく経営内容をみる。

家族入数は8名であり主たる労働力は、経営主と息子の2人であるが、とくに春季の

出産時期は家族総動員で稼働する。3月中旬に春畑地へ移動し、6月中旬に勢毛して

夏営地へ移る。羊を洗って、9月中旬に秋営地（春営地と同じ草地）へ移動し、11月

初旬からおよそ1ヶ月聞種付けを行う。種付けは獣医が行うが、牝羊の群れの申に1

－2頭の牡を入れて発情牝羊を捜し畠す。秋営地ではまた冬を越せない家畜の淘汰も

行う。11月下旬に冬営地へ移る。

　季舗ごとの草地は冬草地、夏華地、春秋草地（846泓、542畝、1917泓、合計3305

誠のの3鴬地に分かれている。そのうち採草地は60鉱である。前述の頭当り必要草

地面積から理論的な必要面積は、飼養家畜全頭数の羊換算では、冬2581泓、春3463

泓、夏1！61泓、秋5966泓で全く不足している。大家畜の羊換算ウェ朴がきっすぎるか

もしれないので綿羊と山羊のみを対象とし、さらに鳥魯木斉縣の一般的な過剰率を
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考慮して計算すると、必要面積は冬！035泓、春781畝、夏553畝、秋905泓となるが、

それでも厳しい家畜・面積比である。しかし傍証として、岡じくデータのえられた（

6）買東氏の採草地の単位当り重量2。7tにくらべ、托乎塔ホ三二氏の採草地では3．翫

を収穫していることを考慮に入れれば、格対的に草量が多い草地であると憶測しう

る。

　托乎塔ホ別克氏における家畜生産処理状況をみると、現在食事は一般的に食され

ている小麦粉で作るナンと、牛・山羊の生乳（一般的には團茶タンチャに混ぜて飲む）

や自家製のバターチーズ・ヨーグ麟などの乳晶晶が日常的な食事内容であることがわかる。

有名な馬乳酒は、来客時のみで滅多には作らないというごとである。第一に仔馬の

生育を妨げることとなり、秘乳期聞も2ヶ月と短いので量が少なく、飲むとなっても

自家分では間に合わず苦労して集乳しなければならないからである。そのような乳

を主体とする食事についても、秘乳聴聞が周年的ではないので乳が不足する場合が

ある。そのような不足を補う丁丁もあって、丁丁家畜を虞家消費するとみられる。

表8　三業経営の糊年的経済収支 （単位　：頭、　元）

　　〈A）　　　　　　（B）　　　　　　（C）　　　　　　（D）　、　　　　　（E）　　　　　　（F）　　　　　　　　　（G）

　羊換算　　納税分　純増頭数　岡左緬額　堰殺・販売　羊毛販売　　　収　入
家蛮増頭数　　　頭数　　　　（A）一（B）　　　　　　　　　　　　　イ瞬譲頁　　　　｛面額（糸寵山羊〉　　（D＋£＋F）

（4）

（5）

（1）

（3）

（2）

（6）

87

49

38

24

17

－9

45

44

29

20

14

10

弓2

　5

　9

　4

　3
－19

6β00

　750
三，350

　600
　450
－2，850

17200

1，200

2，100

　300

　　0

　300

13，016

13，991

7，751

5，655

2量486

3β00

2075i6

15，941

11，201

6，555

2，936

1，350

（A）90年冬から90年秋までに増回した羊換算総頭数。

（B）生体で納税する頭数は秋口の羊換算総頭数の10％とした。

（C）単純再生産を前提に、春先の頭数以上にあたる分は越冬のため処分すると仮定した。
（D）1頭当り羊価格を150元／頭とした。

（E）冬からその年の秋までの期聞内で消費や販売のために処分した頭数分の価額で、事故な

　どで死亡したものについては除く。

（F）綿羊と山羊の合計頭数（秋口）に対し、1頭から3。9Kgの羊毛が獲られると前提し、ま
　た羊毛価格は12。5元／K8とした。
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　以上のような1年間の生産過程をとおしてえられた牧業経営の経済収支を、周年

的家畜飼養実態から試簑をした結果をみると（表8）、牧民間でかなりの格差があ

ることがわかる。試算のための前提条件は、例えば農家によっては飼養規模の20％

であるという聞き取り情報もあったが、ジャブサルサラ村村長による説明から10％

であるとした。また、羊毛価格は昨年実績の12，5元／Kgを採用したが、今年度は10

元／K菖となるという情報もあり、全体的に高めに試算されているかもしれない。そ

れでも一方で、万元戸が存在する様相をみることができるが、ジャブサルサラ村で

の子供を含めた一人当り収入は、平均490元／人である。したがって8人家族と仮定す

ると、およそ4，000元の年収が平均的なものといえる。この限りでは（1）や（6）の牧民

の収入レベルは低いと推定できる。また、婦人、息子を含め家族全体で牧業に従事

して稼いだものであること、同蒔に大家族を抱えているためにそれだけ生活費を多

く必要とすること、また家畜改良を始めとする今後進むであろう資本投下が必要と

されていること、（6）の牧民のように、一旦、災害や技術的な手違いからの故障が生

じると、収入はすぐさまかなりの落込みをみせることなど、資金繰りは緩くはない

と考えられる。ちなみに就学生の子弟がいると、寄宿代や帰省のための交通費など

およそ1，000元／年の経費が必要と舞われている。

　以上のような周年的経済収支の試算からは、もちろんさらに厳密な検討が必要で

あるが、個別生産制の移行に伴い牧民問の経済的格差が生じ始めていること、それ

らは移行に当たっての家族人数規模など初期条件やライフサイクル条件、あるいは

配分されたところの草地条件、飼養家畜の構成条件など、さまざまな諸条件の格差

から生じているものとみられる。またこのように個溺生産制に移行したとしても、

あらゆる面において公的支援がまだまだ必要とされている。同時に今後は個別的投

資の必要性もでてくるであろうことが、十分予想されよう。

4　割腔地域における牧畜業の課題

　以上のように1980年代の生産責任体制への移行は、当初の家畜飼養の請負から始

まり、家畜個人所有化、草原の個入利用権の設定、草原有償利用制度の導入と、わ

ずか10年の聞に大きな体制変化を遂げてきた。この間、従来の集団経営とは異なり、

組入的努力の成果がそのまま個人に属するという効果から、家畜生産の伸びは著し

いものがあった。同時に、周年的調査によれば牧民聞の経営展開における格差も生
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じ始めたともみられた。また政策的には、そのようにまだまだ発展の可能性を秘め

ているとみられる上牧生産に対する不可欠の支援策は、あらゆる分野に及んでいる

と：いえる．さらに増加する家畜に対して草原は限られたものであるから、ひとつは

そのような家畜規摸に合わせた草地、草量を確保する必要があるし、もう一方では

このような遊牧がおしなべて乾燥地域での荒漠草地でおこなわれていることから、

些細な油断から即過放牧を招きやすく、このように家畜と草原の微妙な均衡をいか

にうまく保持して砂漠化を防ぐか、が大きな課題となっている。

　畜牧業発展という面からみて、それを阻止する問題点を例としてあげれば、①労

働力不足、②入口過剰、③草地不足、④飼料コスト高、⑤交通の不便、⑥価格政策

の不十分性、⑦冬季の家畜舎の不足、⑧欽料水条件の悪さ等々である。

　人口が過剰で労働力不足と言うのは、とくに家畜の出産時期が集中する春季にお

いては、一家総出で出生した家畜の管理をしても十分に酉が行き届かないような忙

しさであり、16才以下の子供も駆り出されるほどであるが、しかし大家族といって

も、熟練した一人前の労働力として考えるには実際は限られているという実態をあ

らわすものといえる。また最近ではかっての冬季間のみの巡回学校で間に舎わせる

という初等教育のあり方から、牧民といえども基本的には寄宿による周年的教育体

制が一般化しつつあることも反映していよう。

　現在、畜三業振興のためのシステムとして考えられているものは、以下のような

場面である。

①家畜の品種改良体系、繁殖体系、防疫体系、

②草・飼料晶種改良体系、草原改良体系、草原保護体系、

③水資源確保体系、森林改良体系、

④畜牧科学研究情報体系、

⑤飼料工業体系、機械化体系、工具改良体系、畜舎改良体系、

⑥羊毛・畜産加工体系、貯蔵化体系、

⑦三三経済確立、価格政策体系、国家買い上げ体系、

⑧三業・商業統合、検査体系、輸出体系、

⑨牧民厚生体系、

　これらの振興対策構想の基本となる法律が草原法であり、その下でそれぞれの地

域において草地管理山側を策定し、資源の維持管理を行いながら二二振興を図ろう

としている。既に家畜の改良などは進展しているといえるが、例えば草地などは年

間1，000haの建設を行っても、荒廃化・砂漠化が年聞2，000haにも及んでおり、建設速
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度の方が運いという実態もみられる。

　また内蒙古の例では、それまでの無償での草地利用から草地管理条例の施行によ

って有償化となったのを契機に、草地有償利用現場会議（牧民、技術者、政府）を

開催し、1｝私にっき0．3元一〇．5元の利用料（貸与賃借料）を徴奴することにした。こ

の徴収水準をどこに定めるべきかの闘標はとくにもってはいないが、草地に合わせ

た家畜頭数のバランスを遵守することに意昧あいがある。しかし草地利用における

制約がさらにきつくなったため、実験的に、綿羊については1頭にっき1元、山羊2元、

牛・馬については5元を徴収することとした。

　一方そのような取り決めに従わず、過放牧状態で草地を利干するものについては、

肝管1頭が過剰となっているならば1頭分のペナルティを支払うこととなっている。

それが不服であるならば、草地利用権を返還することも可能である。これら徴収さ

れた税金は草原改良・建設費に当てられる。このような家畜と草原とのバランス維持

・草原建設のための現状の方策が、適切であるかどうかの議論は、現在も盛んにな

されている。例えばペナルティとしての徴収は、家畜1頭当りとして既に徴奴してい

る税金との関係でみれば、二重の税金化となる恐れがあるのではないかの見方もあ

る。

　また最近、草原利用のみに頼った畜牧業を考えるのではなく、農業と家畜の有機

的結合を積極的に推進すべきであるとの考え方から、農牧結合現場会議（農家、技

術者、政府）も開催されている。

　このように試行錯誤ながら、現段階はようやく畜牧業振興に向かって歩み始めた

ところといえよう。このように基本的には自助努力の範囲に依らざるをえないため

に、始めは遅々どした速度であることはやむをえないが、上述のような各分野にわ

たる建設体系のそれぞれが確実に成果をあげはじめ、さらにそれらが総合されたカ

を発揮し始める可能性は、大いに存在するとみられる。しかしそのためには政府に

よる多大な支援も必要とされているといえよう。
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