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モンゴル遊牧研究のための調査基礎資料
　一トゥブ県バヤンツァガン郡の指導者からの闘き取り一

志賀　永一

1，はじめに

2．調査日程ならびに調査地の特徴

3．家畜の利用用途と草地利用

4．飼養頭数とその差異・生活水準

5．ゾドの影響と薄応

6．ネグデル時代との比較

壕．はじめに

　モンゴル国は1990年代に入り、それまでの社会主義計画経済から市場経済化が

進展した。その変化を農業のサイドからみると、農業生産の担い手は従前の国営

農場とネグデル（農牧業協岡組合）から個別経営に大きく変化し、その展開とと

もに家畜生産頭数は大きく増加した。しかしながら、99年から2力年にわたり、

ゾドωzud、雪害を中心とした災害）にみまわれ、2002年にはモンゴルの家畜頭

数は99年対比で30％もの減少となった。とはいえ、われわれの調査対象地であ

るトゥブ（τov）県バヤンツァガン（Bayantsagaan）郡（具体的には第1バグ（地

区））においては、99年対比で03年の家畜頭数は平均で半数以下に減少しており、

事例遊牧民の中には80％近い家畜の減少を被った事例も存在した。岡じ遊牧を主

体とするモンゴルにあっても、立地する地域の自然条件、とりわけ草地資源の状

況、2力年にわたるゾドの深刻さなどが被害状況を異にする要因であろう。さら

に、草地資源状況とも関連するが、ゾド以前の家畜頭数の増加状況は草地資源の

状況を規定し、ゾドの被害状況を異なるものにしたことが考えられる。こうした

モンゴルにおける遊牧経営の実態や課題を検討するに際しては、なによりも遊牧

艮がどのような行動原理をもっているのかをとらえる必要がある。とりわけ関心

を有するのは、遊牧畏の商品経済へのかかわりと自給部分の機能変化である。市

場経済化の進展の中で飼養頭数が増加したのは、個別経営の農業所得獲得行動で
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あると考えるが、その際自給部門は充実するのかあるいは窮迫販売の影響を受け

縮小するのであろうか。また、ゾドに対して遊牧民の生活を守ったのは自給部門

であるが、ゾドからの回復過程で自給部門の位置付けはどのように変化したので

あろうか。このように自給部門の考え方や自家消費頭数などをみることによって、

遊牧経営の性格変化といったものもとらえられるのではないだろうか。こうした

関心をもちっっも、まず必要なのは遊牧民の生活や生産を事実のままに把握する

ことであろう。

　幸い、われわれの遊牧経営調査の案内をかってくれたバヤンツァガン郡役場に

勤務するヒシドル氏は、移動する遊牧民の居住地を知り、その家族や経営状況ま

でも解説できる人物であった。そこで、’急遽調査期間中に時間を割いてもらい、

当該地域の遊牧民の状況やその行動原理を聞き取る機会を得た。ヒシドル氏から

の聞き取りはモン：ゴル研究に関心のある方へ大いに参考になるものと考えられる

ため、以下では調査メモではあるがモンゴル研究への基礎資料として整理するこ

とにする。

2．調査日程ならびに調査地の特徴

　モンゴル遊牧経営調査は農業経営情報学研究室の独自調査であり、調査参加者

は黒河功、新田義修、バトゥール・ソイカムと筆者の4名で、調査は2004年7

月26ヨから8．月8日までであるが、バヤンツァガン郡調査は7月26日から8月

4日であり、移動を含め8貝問である。

　調査地域はツブ県バヤンツァガン郡第～バグである。バヤンツァガン郡はモン

ゴル国の酋都ウランバートルの南部に位置し、その距離はおよそ150k鵬である。

移動は車であり、途中のゾモ（Zuunmod、ツブ県県庁所在地）までは程度はともか

く舗装された道路があるのに対して、ゾモからバヤンツァガン郡の中心である役

場までは草原中につけられた道（未舗装）の移動であり、ウランバートルからの

車での所要時間は6時間ほどである。

　バヤンツァガン郡は4つのバグ（地区）に区分されるが、われわれの調査地域

は第一バグであり、およそ150戸ほどの遊牧経営が存在している。実態調査は遊

牧経営への闘き取り調査と「家畜調査（LivesもQck　assess搬e醜perso鍛a！

questionnaire）」データの収集を中心に行った。家畜調査は家族数や家畜飼養頭

数の現況を調べているもので、課税の基本データとしても活用されている。飼養

頭数の把握に際しては、遊牧経営の現地調査を踏まえているものでかなり正確に

把握されているとのことである。1999年以降ゾドの被害があるので、家畜調査は
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ゾド直前の99年と最新年である2003年のデータを収集し、両年のデータを遊牧

民の氏名によって連結することにした注1）。

　この家畜調査とモンゴル統計を用いて第一バグの特徴を示した。飼養頭数規模

別遊牧経営数の分布を示したのが表1である。ツブ県はモンゴルと同様の飼養頭

数規模別の分布を示すが、バヤンツァガン郡は2◎0頭以上飼養遊牧経営がほぼ倍

の分布を示し、事例の第～バグは1999年号は半数近くの遊牧経営が200頭以上を

飼養する経営であり、相対的に多頭数飼養の遊牧経営が多いと考えることができ

よう。ここで注意を要するのは、2000年以降ゾドの被害を被り、飼養頭数は99

年をピークに急減し、2002年を底にG3年は回復基調に転じたことである。表！

においても2000年の数値と事例第一バグの99年ならびに03年の数値を比較する

ことには注意しなければならないのである。とはいえ、第一バグの99年と03年

の飼養頭数規模別遊牧経営数を比較すると、200頭以上の飼養遊牧経営割合は半

減し、22％となっている。この減少の結果50頭未満層が増加しており、ゾドの被

害が如何に大きなものであったかを知ることができる。

電頭 高遊牧経愚数 壷立1戸％
～圭0　　　玉1～30　　3圭～50　　5圭～100　　101～200　　200～　　　　鶯言十

モンコル　　　3圭，361　40，436　35，041　　63，096　59，821　　38，977　268，732
　ツブ県　　　　2，281　　2，779　　2，150
ハ“с塔cァガン郡　　　　　　21　　　　　59　　　　　61

第1バグ99年　　　　　　　　　　　　14
同上　03　　　　　　　　　　　　　34

3，655　　　　3，450　　　　　2，477　　　圭6，792

　133　　　　　192　　　　　　169　　　　　635

　31　　　　　　31　　　　　　65　　　　　圭41

　31　　　　　　25　　　　　　　25　　　　　　圭夏5

　モンコル　　　　　1圭．7

　ツブ県　　　　13．6
ハ“с塔cァガン君β　　　　　3．3

第1バグ99年
同上　03ノ

15，0　　　　　13．0

16．5　　　　　12．8

9．3　　　　9．6

　　　　9．9
　　　　29．6

23．5　　　　　22．3

2L8　　　　　20．5

20，9　　　　　30．2

22，0　　　　　22，0

27．0　　　　2L7

至4．5

主4．8

26．6

46。｝

2L7

圭00

圭00

100

100

100

資料：MongOlian　S励stical　O翫e，MOngGlla難S℃atistical

　　Tov　Prefectuギal　O価ce，Tov　Social　a鳥δStatistlcs　year　book，2001

　　Livestock　assessme轟£ひersonal　questio罫｝…｝aire，2000　an（玉2004

注：第～バグ以外は2000年の数値である
　　第一バグは50頭以下の戸数を一括表記した

　つぎに表2により綿種構成をみると、ツブ県、バヤンツァガン郡、第一バグは

畜種構成が近似している。飼養頭数割合では羊が主体で半数を占め、山羊が20％

強、馬が13％、牛が7％前後で、らくだはきわめて少ない。モンゴルとの比較を

すれば、事例地匿は羊と馬の飼養割合が高く、山羊・牛、さらに飼養頭数の少な

かったらくだも少ない。また、モンゴル全体ではカシミア生産向けの山羊が増加

する傾向をもつが、第一バグではその飼養割合は少ない実態にあった。さらに、

第～バグの99年と03年を比較すると、馬・牛・羊の飼養割合が低下し、山羊の

飼養割合が上昇している。ゾドは、99年の約40チ頭の家畜を03年には16千頭
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2二四三山　頚数 回立：モンゴル千頭豆　％
らくだ 馬 則羊 面計

　モン：コル　　　　323　　2，661
　ツブ県　　　　3，612　249，52圭
ノぐヤンツァガン君1玉　　　　479　　　i6，324

第1バグ99年　　　　99　　6，525
醐上　　　03　　　　　　　　　63　　　　　1676

　3，098　　　　13，876　　　圭0，270　　　　30，228

184，216　　1，10L23圭　　483，562　　2，022，142

　8，097　　　　69，098　　　26，363　　　圭20，361

　3，352　　　　20，846　　　　8，710　　　　39，532

　539　　　　　7410　　　　　5924　　　　15612

　モンゴンレ

　ツブ県
バヤンツアガン郡

第1バグ99年
同上　03年

1．1

0．2

0。4

0．3

0．婆

8．8

12．3

13。6

至6．5

圭0。7

圭0．2

9．1

6．7

8．5

3．5

459
54，5

57．4

52．7

47．5

34．0

23．9

2L9
22．0

37．9

100

100

100

100

100

表1に同じ

表3遊牧経愚当たり　畜飼 い立：夏／戸

らくだ 罵 牛 羊 山羊 口計

　モンコル
　ツブ黙
ノぐヤンツァガン二

子1バグ99年
同上　03年

L2
0．2

0．8

0。7

0．5

9．9

14，9

25．7

46．3

圭4．6

｝L5　　　　　5L6

圭LO　　　　　　65。6

12。8　　　　108．8

23．8　　　　147．8

4．7　　　6生4

38．2　　　　　圭圭2，5

28．8　　　　 圭20。4

41．5　　　　　189．5

61．8　　　　　280．4

5L5　　　　135．8

表1に同じ

に減少させているのであるが、畜種では第一バグの中心的家畜と考えられる羊な

らびに馬に大きな被害を与えたことがわかる。

　これまでの特徴を確認するために表3に遊牧経営当たりの家畜飼養頭数を示し

た。飼養頭数はバヤンツァガン郡、第一バグとなるほど大きく、羊・馬の飼養頭

数が多いこと、ゾドの過程で家畜頭数は半数以下となり、中でも羊の減少と馬・

牛という大家畜の被害が大きかったことが確認できよう。

3．家畜の利用用途と草地利用

　飼養家畜は羊、山羊、馬、牛、らくだの5畜である。羊は羊毛、肉としての販

売のほか、自給用として利用される。山羊はカシミア生産が主流で、肉用として

はあまり需要がなく、乳生産も牛、馬に次ぐ位置にある。馬は販売、乗用利用で

あり、それに自家消費と馬乳酒生産のための乳生産である。肉利用は牛に次ぐ位

置にある。競馬用としての需要もあり、ウランバートルの会社社長などにも需要

があるという。牛は乳生産、肉生産が主体で、自給用にも利用される。らくだは

遊牧移動時のゲルなどの運搬用であり、社会主義時代のネグデルの頃から移動は

トラックなどが利用されており、運搬手段として利用されることが少ないため、

第一バグでは飼養が少ないという。
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　ネグデル時代は遊牧民は特定の家畜生産を担当していたが、解散後特定の家畜

飼養に特化しない理由は、上記の家畜用途のほかにも遊牧生産と生活にそれぞれ

の家畜が特徴を与えるからである。馬が無いと個々の家畜管理をすることができ

ないのである。ネグデル時代に羊担当であっても、馬は5～6頭は配分されてい

たという。らくだは水の運搬に利用する。牛は冬も搾乳でき、冬と殺して保存用

の肉を生産するが、それは夏まで保存できる特徴があるという。また、ネグデル

解散時に特定の家畜ではなく、5つの家畜の配分を受け特定家畜を集積できなか

ったことも要因であると考えられる（後述）。さらに、燃料としても家畜は重要で

あり、夏は牛の糞、冬は冬営地の畜舎に重ねて用意してある羊の糞を燃料として

利用する。この燃料という点から必要となる家畜は、牛では10頭ほど必要になる

という。：夏は牛も遠くに移動するので、遊牧民はそれを集めて利用しているので

ある（モンゴル北部の地域では木材を使う例もあるが、バヤンツァガン郡ではこ

うした例はない）。

　家畜による利用草種はほとんど変わりがない。らくだはらくだ草などの堅い・

背丈の高い草を食べ、羊も山羊もらくだ草を食べるが周辺部の葉だけであるとい

う。山羊が増えると草の根もとまで食べてしまうといわれるが、実際は羊も出羊

も食べ方は問じであり、違いは山羊の方が羊よりも早く草を食べることから、山

羊が草を食べ尽くすというように書われている。また、ゲルを中心に羊や牛は7

～8k醗先までしか移動できないが、馬は10k孤先まで移動して草を利用できる違

いがある。

4．飼養頭数とその差異・生活水準

　良い生活水準にあると判断されるのは、1，000頭以上の飼養経営である。たと

え、ゾドで家畜頭数が減っても、かつて1000頭以上であれば生活水準はよいとみ

てよい。

　夫婦2人目子供2人、家畜200頭という標準遊牧異を設定できるが、その必要

生活費は150万もg（トゥグリグ：モンゴルの貨幣単位）であり、自家消費家畜を

換算すると200万tgとなる。ただし、これは節約した場合である。自給用として

は牛！頭、馬1頭、羊と山羊で15頭が必要になる。羊と山羊を節約する場合には、

馬2頭を消費するというように対応する場合もある。この他、6人家族（夫婦2

人子供4人）であれば、4ヶ月に小変粉50kg、米20～25kg、お茶、砂糖、塩など

が必要になるし、四季の衣料費もかなりかかる。さらに、教育費負担も大きい（後

述）。バイクを所有している遊牧民は設問40～501の燃料を使い、冬はバイクをゲ
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ルの中に入れ保管している。家畜頭数200頭でも15G万tgを稼ぐのはきつく、300

から350頭は必要であり、350頭あれば十分150万tgを稼ぎ出すことは可能であ

るという。

　家畜100頭以下層はどのように生活しているのかというと、高齢の人で年金が

もらえる場合である。モンゴルでは女は55歳、男は60歳から、女子供が4人以

上なら50歳から年金を受給することができる。また、子供が県中心地やウランバ

ートルに居住し、仕：事に就いている場合には、小麦粉などを送ってもらうことも

ある。温用品は十分野あたらないかもしれないが、家畜で自給し生活することは

可能である。労働者を雇用している遊牧経営はバヤンツァガン郡にはないので、

遊牧地域で労働者として生活する事例はない。長く岡一地域に住んでいる伸なの

で手伝いをすることはあるが、一般的に賃金の支払いは行われていない。

　遊牧経営間の頭数規模は差は大きいが、その要因として第1に家族員数の違い

をあげることができる。遊牧民は、家畜は財産なので持っている人ともっていな

い人の財産の違いであると考えている。家族員数が少ないと家畜を増加させるこ

とは容易であるが、多くいると自家消費が多くなり家畜を増加させることは難し

い。家畜頭数の少ない遊牧艮は皆増加させたいと思っているが、個別事清で増え

ないのが実態である。

　第2は飼養管理技術の差である。先に、1000頭以上の家畜飼養は良い経営であ

ると指摘していたが、1000頭以上飼養することはきわめて難しく、特に出産に関

わる技術管理が難しい。技術水準の高低を具体的にいえば、出産率が第…、次は

搾乳管理、さらに放牧地の選択である。夏季闘の遊牧は楽そうに見え、どんな遊

牧民でも家畜を飼うことができるが、冬季に風の中で家畜をどう飼うかが重要で

ある。この地域では冬季に利用する畜禽の整備状況が悪いため、特に放牧地選択

が重要となる。搾乳管理では、自給用に過搾乳すると子牛が摂取できずに成育に

影響するので、牛乳をもらいながら子牛の分は残すこと、また搾乳しきれない牛

もいるので牛群全体として搾乳するという搾乳管理が重要である。乳製品は体に

よいが、少なく搾乳することが搾乳管理の基本である。こうした技術を左右する

のは個人の性格が影響しており、人の話を聞かずに周りとも仲良くしない遊牧民

に技術上の問題を抱えている事例が多い。また、家族員に病弱な人がいるとお金

がかかり、しかも家畜管理が行き届かないという：事例もある。

　こうした中で遊牧民の参入や退出（離農〉もある。家畜頭数が少なくなると、

親戚に任せて郡中心地に住む遊牧民が多い。第一バグではゾドの問に20数戸の遊

牧経営が減少しているが、それらの事例は、家畜をなくした例、少し家畜があっ

ても親戚に任せて移動した人、家畜が少なくて生活できない人、ツブ県中心地等
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に子供が学校に行っている人などであり、ツブ県中心地やウランバートル近郊に

居住していると思うが、中には親を残している例もある。それら遊牧経営の性格

は、①家畜経験の少ない人・技術の無い人、②家畜への興味が無い人だという。

また、新たに遊牧を始める人もいるが、モンゴル政府は特に支援策を講じてはい

ない。この他遊牧経営には年次間の家畜頭数の増減もみられ、これらは他からの

購入によって増頭できたか、また自家消費量の影響と考えられる。

　販売は場所や方法は、100頭以下の羊では羊毛生産量が少ないので地元販売と

なり、1000頭ほど飼養する遊牧経営ならばウランバートルへ行って販売した方が

価格の上では有利である。ウランバートルまで行って販売するのは交通費がかか

るため、少ない量では経費が増えるためである。馬の皮はウランバートルでは2，5

万tg、バヤンツァガン郡では1．7万tgであるため、販売を人に頼むこともある。

ただし、冬は保存可能であるが、夏は皮を保存できないので地元で販売するのが

一般的である。

　遊牧経営でも子弟への教育熱は高く、親は皆大学に進学させたいと考えている。

ネグデル時代も子弟の大学進学はあった。バヤンツァガン郡では郡で中学、ツブ

県中心地で高校、その後一部は大学進学、他は働くという状況であるが、大学進

学は増加している。2000年以降、家畜200頭以下の遊牧艮子弟の進学に対して政

府は学費助成を行っており、200頭以上でも同時に3人進学すれば、1人分は政府

から助成を受けることができる。女子の大学進学が多いが、これは本人の努力と

思われる。また、最近宗教がはやっているので子弟で僧侶になる事例もみられ、

この郡で4人の子供がお坊さんになっている。これは両親が決めることが多いと

いう。

5，ゾドの影響と対応

　1999年から2000年のゾドに対しては、遊牧経営は対応のとりょうもないほど

ひどいものであった。なかでも多頭数飼養の遊牧経営ほど飼養確保のための放牧

鍵管理求められた。冬期間は多少の飼料備蓄があってもすぐなくなってしまった

ので、細かに放牧地を移動しなければならなかったのである。また、畜舎の整備

状況が悪いという実態もあり、どうやって夜間に家畜を休息させるのかという問

題もあった。遊牧経営の中には、死んだ家畜で畜舎を建てていた例もあったほど

である。少頭数飼養の遊牧経営の中には影響が少ない例もあり、そうした事例で

は20頭ほどの牛を大きなゲルに入れていたという。
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　ゾドにおいても山羊の影響が少なかったのは、ゾドの時も死んでいないためで

ある。山羊は丈夫で羊と同じ群れにいて草もよく食べるし、寝る場所もよいとこ

ろに先に行く習性があったからである。また、出産率もよいため回復も早い。100

頭の野羊から20頭の双子が生まれる。さらに、由羊の肉は売っても安いが、カシ

ミアの価格は高く、搾乳量も多いので頭数を維持するメリットがあったのである。

成長した山羊からは300gのカシミアがとれ1万もgになるが、山羊をそのまま売

ると2．翫gにすぎないのである。

　ゾド被害の地域性はほとんどなく、1999年から2000年のゾドは全国的に被害

があった。南の砂漠地帯では被害は若干低いが、北部地域の例ではすべての家畜

が死亡したという報道もあった。毛の長い牛は毛が地面に凍り付いて起きあがれ

なくなって死亡しており、ツブ県でも牛は多く死亡した。また、ツブ県では馬の

6から7割が南に逃げてしまった。逃げた馬を圏発まで探しにいったが見つから

なかったという。その年は、10月置では天候はよかったが、草：の状況は悪く、ね

ずみの被害も多かった。10月から積雪があり、12月31譲に大雪となり風も強く

吹き荒れた。正月に住民はバヤンツァガン郡の文化センターに集まったが、集会

後家に帰ることが困難な天候であった。3月まで風が強く雪が降ったのである。

こうした天候の中でも馬は外で放牧するため風で逃げてしまったのである。牛も

畜舎の外で死亡した例が多かった（特にオス牛）。さらには、2名の死亡者まで出

た．このようなひどい天候であったため遊牧経営はその対応をとれなかったので

あり、ゾドによる被害の地域性はみられなかったのである。遊牧経営の中には、

ゾド直前に他地域に遊牧させていた（オトルという）：事例があり、そうした事例

は被害率少なく、移動に向いている馬と羊の被害率に差が出た。バヤンツァガン

郡では年明けに10戸ほどが南に遊牧に行ったにすぎない。多くの遊牧経営は、他

の地域へのオトルの実施は雪が多く移動できなかたり、車がないために家畜を移

動させることができなかったのである。こうした中でも家畜が太っていたため被

害が少なかったという遊牧経営の個別事例は存在する。

　バヤンツァガン郡では県を超え、隣のドンドル県とはおたがいに遊牧すること

（オトル）はしばしば行われる。その時は郡長：が行き先の等長と連絡をとるので

ある。遊牧する場所が指定されることが一一般的で、当該地域であまり使用してい

ない地域を使用させてもらうことになる。バヤンツァガン郡の遊牧経営も他地域

に遊牧するときは郡に連絡をとる必要がある。もう一カ所、ヒンテー県に大きな

山があり、そこには風をさけることができ水も確保できる場所があり、4つの県

の遊牧経営がゾドのときに移動・遊牧する場所となっている。この場所は國が管
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理しており、ネグデル時代からの制度である．バヤンツァガン郡からは180k限の

距離であり、チンギスハンの生まれたところでよい地域であるという。

6．ネグデル時代との比較

　ネグデルは8万頭の家畜を飼養し、3万頭の子羊生産を行い、うち2万頭を販

売（1。5万頭を国に販売、企業に5000頭ほど販売）していた。羊は10銚g、企業

には150tg、ネグデル構成員には125tgで販売していた。販売計画は量なので、

太らせることができると少ない頭数ですんだ。畜舎には屋根が無かったが、冬は

フェルトなどで屋根を作った。現在。ネグデル時代の畜舎以外で屋根の無いもの

も出てきた。

　農作物作付は飼料作150傭aとイモ20儀a、玉ねぎ1ha程度であった。牧草は半

分だけ収穫し半分休ませるという利用方法で、土地を守るための作付として行わ

れていた。飼料は牧草ではなく小麦のように見えるオビオスを作付していた。イ

モの作付も行っていたが、ほとんど収穫のない年もあった。現在、農作物の生産

はバヤンツァガン郡中心地で霞家塾費用に作付けされているだけで、遊牧経鴬で

の作付はみられない。

　ネグデル時代には個人有の繁殖家畜を保有できたので、専門家畜担当の遊牧属

に繁殖だけ預けておく対応をとっていた。家族当たりの個人所有家畜は75頭（う

ち50小家畜、25頭大家畜）が上限であり、遊牧民以外は家族当たり至6頭が上限

であった。

　山場経済への移行は、国が計画経済では発展しないとの判断したこと、ロシア

との貿易ができなくなると考えたことなどで自由化が決定された。上からネグデ

ルを解散することが決められたのであり、上からの話があってネグデル構成員は

自分で家畜が持てるという話なので、皆喜んだというのが実態である。ネグデル

を自由化する方法は示されなかったので、ネグデルの会議で自由化のやり方、個

人配分と会社への配分をどうするかなどを決定した。バヤンツァガン郡での家畜

配分は、郡の住民に対して平等に配分する方法がとられた。92年の配分は牛・馬

各1頭、羊と山羊で10頭であり、さらに93年に配分が行われ合計で18頭となっ

た。もとから牧民なので飼養管理技術には問題が無かったし、ネグデル時代にも

家畜飼養の担当は変化していたので技術ももっていた。また、2っの会社が設立

され、住艮あたり1500tgの配分が行われた、

　機械の分配は、車、トラックは運転手に分配されたが、ほかの機械はたいした
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ものは無かった。牧民に対しては家畜の分配であり、机などは村政府に移行した。

小麦などを作付していた機械は、農耕をやっている国に販売した。その金はネグ

デルの変わりに設立した2っの会社の経費に使われた。2っの会社は、遊牧民か

ら農産物をもらって市場へ販売すること、日用品を購入して牧民へ販売する羅的

の会社であった、1っは93年からネグデルの財産と労働者の1／4を配置して、96

年まで運営した。ネグデルには10台のトラクタと10台目トラックがあったが、

これを分配したのでトラックが無く、販売購買活動が不十分ですぐに解散した。

もうひとつは残りの1／3を産置して設立し、現在名前だけ残っている（名称ゴ成

功」会社）。十分な家畜がなく、ゾドのときに家畜がいなくなってしまったのであ

る。

　ネグデル時代にもっていた機能は個別経営になったことでなくなった。なくな

った機能の中で必要と考える機能をあげると、ゾド時の飼料提供、困った牧畏へ

の食料提供などである。このように考える人はいるだろうが、今は市場経済だか

ら仕方ないと考えている人が一般的であろう。また、遊牧地移動のときトラック

だけでなくお互いに手伝うこともあった。若者はそのことがわからないのでなん

ともいえないが、年よりは懐かしいと思う人もいるだろう。特にゾドのときの精

神的支援、遊牧の手伝いとかは必要だと役場職員として外からみていて思う。ゾ

ドの時は、赤十字などの支援もあった。ネグデルの運営には上からの組織でやり

すぎた面があり、例として糞の掃除などやりすぎの取組みをあげることができる。

　冬期用の畜舎はネグデルが建設し、遊牧民に渡していた。その建設にはネグデ

ルの人だけでなく、ツブ県の中心地やウランバートルからも人がきていた。畜舎

建設といった投資が必要であるが、現在遊牧経営は経済的に困窮しているので、

国が得ている援助を遊牧経営の支援に回し、家畜が増えたとき少しつつ返済する

対応などが考えられる必要がある。

　遊牧艮にとって市場アクセスのための何らかの組織は必要であると考えるが、

地元から設立するのは難しい実情にあり、上から作らないと無理だろう。遊牧民

は組織は好きだが、自分達から組織を設立することはできない。ただし、組織と

遊牧罠の利益になる組織を設立することが必要である。仲買人と契約している遊

牧経営はなく、ウランバートルに行く人を探しているうちに仲買人がくると販売

してしまうのが実態である。闘いた話だが、中国から来ている商人がウランバー

トルにいて、仲買人を各地方に行かせているという。中国人は直接姿を見せない

のであり、ウランバートルの市場でもそうである。中国から来ている商人は買い

付けたカシミアを保管する場所が無いので、モンゴル人を通じて買い付けている

のだと思う。このような動きに対応するためにも、濤常的な交流を行い共回して

ヨ76一



販売・購買する何らかの組織が、たとえ10％の組織化であったとしても必要だと

考えている。

（注）

（註1）なお、農業経営情報学教室「モンゴル調査2004」にかかわっては、つぎ

の論文を参照いただきたい。第一バグを事例にゾドの影響と考察したものとして、

YQshinobu　N王丁護’A，　Eiichi　SH王GA，工sao　KUROKAWA，8attur　SOYLLK｝｛A蟻　　　「The王繊pact

of　Dzu曲nd　Dyna戯。偽ar互ges　of　Nomads　in醒ongolia　」北海道大学農学研究科

『農経論叢』第61集、2005。

　また、第一バグの実態調査をもとに、ゾドの影響と対応を考察した、バトゥー

ル・ソイルカム「モンゴル牧民経営の展開とゾド対応に関する考察一1990年代以

降の市場経済化過程を対象に一」農業経営学教室『農業経営研究』第31号、2005、

参照
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