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［論文］

適応のかたち

─サハの在来家畜と環境─
後藤正憲

（北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター）

要旨
気候変動による環境変化への適応のあり方が模索される今日、適応という言葉は、様々な
エージェントが環境に応じてその性質を変化させる様を指して用いられる。本来複雑なプロ
セスであるところの適応は、それが解釈される社会的状況に応じて概念化され、さらに様々
なかたちで展開されている。本論では、サハの在来家畜であるヤクート牛とヤクート馬を例
に取り上げて、環境への適応に関する理解が、ただ生物の生理的機能によるものであるだけ
でなく、それに対する人々の受け止め方によって、生物のあり方に影響を及ぼすものでもあ
ることを明らかにする。在来家畜は、長年にわたって特定の地域で飼育される中で、その土
地の気候風土に適応した体質を獲得した家畜とされる。しかし、特に生殖機能を高めるため
に西洋で進められた近代的育種の影響を受けないため、それによって造成された家畜品種と
比べると、全体的に機能や能力の面で劣る。サハの在来家畜の一つであるヤクート牛は、ス
ターリン時代に始まった農業集団化が進展する中で、より体格が大きく乳量の多いヨーロッ
パ産のウシと置き換えられたり、交雑が進められたりした結果、今日では絶滅寸前に陥るま
で数が減少した。サハの農業指導者の中には、ヤクート牛が土地の環境に適応した家畜であ
るとして擁護する者もあったが、ルイセンコ主義に従って生産性の向上を優先する行政指導
者によって、近代的家畜品種との交雑が強力に推し進められた。その一方で、ヤクート馬に
関しては、その環境への適応性が一貫して評価され、今日に至るまで持続的に飼育されてい
る。ヤクート馬は生息地域別に複数のタイプに分類され、種別の同定に関心が向けられると
ともに、その起源について論争が交わされる中で、環境への適応が積極的に考慮された。環
境への適応が取り上げられる濃淡の違いによって、サハの在来家畜の境遇に表れる違いは、
今日の牧畜の傾向をも左右するものであることが指摘される。

⚑．はじめに：適応について
今日、地球温暖化にともなう諸現象が顕在化する中で、温室効果ガス排出量の削減など、様々な
対策が立てられている。国連の掲げる⽛持続可能な開発目標⽜
（SDGs）の気候変動に関する項目で
は、自然災害に対する強靭性（レジリエンス）を高めることと並んで、適応の能力を強化すること
が、人類の達成すべき目標の一つとして打ち出されている1）。こうした動きの中では、人間が環境の
変化に対して柔軟に対応することによって、脆弱さを回避するための合理的な選択を行うことが、
適応という言葉で表される内容の共通理解となっている（McLaughlin 2011）
。
一方、生物学における適応については、これとは異なる理解がなされている。ダーウィンの進化
1）⼦持続可能な開発目標⽜（SDGs）目標 13 を参照。https://sdgs.un.org/goals/goal13
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論以来、生物の進化と生態を考える上で基本的な要素とされる適応の概念は、生物が自然環境に合
わせて自らの形質を変えることではなく、むしろ同種生物の様々な変異型の間で、長い年月をかけ
て淘汰が行われた結果として得られる現象のことを指して用いられる（ドーキンス 1989）
。それが
2）
何万年もの長い年月をかけて起こるということや、幾重にもわたる⽛複雑さ⽜
を抱えたプロセスで

あることに、人間の目標として掲げられる適応との違いが見いだされる。しかし、何よりも大きく
異なる点は、人間の目標として掲げられる適応が、人間の主体的な行為によって得られるものと捉
えられるのに対して、生物学的な適応においては、人間の意図が介在する余地は全くないという点
にある3）。
実際にはこうした開きがあるにもかかわらず、生物学的な適応の概念と、人間の目標とされる適
応は、しばしばつなげて考えられる。間接的な形では、
⽛外なる環境⽜としての自然に対して、人間
の築き上げた文化を⽛内なる環境⽜として捉え、グローバル化とともに変容する文化に人々が適応
する度合を見とどけようとする文化相対主義的な立場があげられる（香原他 1988）
。また直接的な
形では、人間が文化や技術を結集して環境の変化に適応していくことを、生物の進化過程になぞら
えるネオ進化論的主張に見出されるだろう。今日ではそうした主義主張に関わらず、気候変動の問
題から人工知能に至るまで、幅広い分野で主体（エージェント）と環境の関りを表すものとして、
適応という言葉が用いられている。
しかし、今日では適応が幅広い分野で鍵となる一方で、人間と環境の関りに見出される変化を、
この言葉で安易に説明してしまうことになりかねないことから、その両義性が指摘される（米山
1988：232）
。つまり、生物学的な概念からスライドされる時点で、その本来の⽛複雑さ⽜が置き去
りにされている。また、SDGs のように人間にとって普遍的な目標に組み込まれることによって、
あたかも適応が政治的義務であるかのように硬直化するケースも見られる。ローカルな社会の住民
の間では、国際組織や NGO 職員、学術機関の研究者から環境への適応度が低いとみなされないよ
うに、
⽛適応概念に適応する⽜ことが目指されるといった、皮肉な事態が実際に生じている（de Wit
2018）
。
こうした適応概念の持つ両義性に対処するために、人文社会科学の視点から取り組むべきことと
して、人々の間で適応の概念がいかに位置付けられているかを精査することがあげられる。この課
題を本論では、適応の⽛かたち⽜
（トポグラフィ）を描く試みとして設定したい4）。計測されるもの
でも、固定的に定義されるものでもなく、その場の関係によって変わる流動的なものでありながら、
特定の社会で確かに捉えられる⽛かたち⽜について、文化人類学ではこれまでにもたびたび取り上
げられてきた。例えばアパデュライは、インド社会で人や物を称賛することによって実現される自
己（セルフ）の⽛かたち⽜を抽出した（Appadurai 1990）
。またナイトは、現代ギリシャの経済危機

2）進化生態学的な視点によると、適応のプロセスは少なくとも⚓つの⽛複雑さ⽜を伴っているという。す
なわち、1）遺伝子型の実態がネットワークを形作っていること、2）遺伝子型と環境の両方が、個体の発
生において表現型の規定に関与していること、3）適応のプロセス全体が、複雑に変化する⽛生育地環境⽜
の中で起こっていること（工藤 2012：123）。
3）生物学的な適応の概念と、人間の目標とされる適応との間の乖離については、匿名査読者から貴重な示
唆をいただいた。
4）英語の topography の訳としては、一般的に地形学や地勢図、地誌などとされることが多いが、ここで
は地理学的な理解とは関りがなく、ただ文化的に形作られる形勢を写し取ったものという意味で用いら
れることから、便宜的に⽛かたち⽜とした。
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や内戦についての語りを通して、人々に記憶される経験の⽛かたち⽜を跡付けている（Knight 2017）
。
いずれの議論においても共通しているのは、内面的な真の感情と表面的な振舞いの対立する自己
（Appadurai）だとか、過去から未来に向けて直線的に流れる時間（Knight）といった、現代の西洋
世界に特有のあり方を相対化し、それとは異なるオルタナティブとして、各社会における事例を提
示している点である。このことから振り返って、適応が論じられる場面を捉え直してみると、次の
ことに気づかされる。すなわち、遺伝や環境に基づく身体的な局面から、個別の文化に適合する社
会的な局面に敷衍される適応の概念は、グローバルで普遍的なものとみなされがちだが、実は非常
に偏った見方に基づいている（de Wit 2018: 37）
。言い換えれば、人間の目標とされる適応の概念は、
自然世界を一元論的に捉えるとともに、人間の文化、社会を相対主義的に扱う点で、現代西洋世界
に特有な見方から発している（Descola 2013: 290）5）。適応の⽛かたち⽜を描く本論の試みは、そうし
た西洋的な規範からはみ出してしまう部分を含めて、適応をめぐって現実に起きている事象を拾い
集めていく作業を通して行われる。
その中で中心的に取り上げることになるのが、東シベリアに位置するサハ共和国の在来家畜であ
る6）。いわゆる家畜系統史においては、人間が野生動物を家畜化し、さらに人為的な育種を重ねるこ
とによって、それぞれ家畜品種を生み出す過程が描かれるが、その中で在来家畜は、野生動物と近
代的家畜品種の中間に位置付けられる。今日、われわれが日常的に消費している畜産物や乳製品の
多くは、近代的家畜品種によるものである。18 世紀以降、イギリスを中心とする西欧で家畜動物の
育種事業が進められる中で、より高い生殖能力を持ち、より多く人間に資する品種が開発されてき
た。在来家畜は、そのような⽛近代的育種から影響を受けなかった、あるいは受けることの少なかっ
た家畜群⽜を指す（野澤 2009：9）
。野生動物が家畜化されて在来家畜となり、さらに在来家畜が育
種を経て家畜品種へと姿を変えていく過程は、ともに境界の不明瞭な、連続的移行の途上に見出さ
れる。その過程は、その場の社会的状況の下で人間から多様な働きかけを受けることによって、
⽛流
動的で変化しやすい（labile）⽜
（野澤 1987：102）ものとなる。もっとも、野生動物を家畜化した時
点で、すでにその生殖を人為的にコントロールしていることになるので、すでに生物学的な意味で
の適応は当てはまらない。しかし、人間が働きかけを行う中で、在来家畜をいかに扱うかというこ
とについて方針を立てる際に、しばしば適応の概念が引き合いに出される。サハの在来家畜の置か
れた本質的に不安定な過程をたどることによって、その適応の⽛かたち⽜を浮かび上がらせ、さら
にそれを通じて、現代の適応をめぐる議論を相対化させることが、本論のねらいである。
⚒．ウシとウマの対照性
サハの在来家畜についての考察に移る前に、現地で飼養される家畜動物について、概略を述べて
おきたい。サハ共和国で飼育される家畜動物のうち、主要なものとして、ウシ、ウマ、トナカイが
あげられる7）。このうちトナカイは、いわゆるツンドラゴケ等の地衣類や草本、ベリー類の食物を求
5）Descola（2013）は、アニミズム、トーテミズム、アナロギズムと区別される西洋的思考を、ナチュラリ
ズムと特徴づけている。
6）サハ共和国は、別名ヤクーチア、ソ連時代の名称はヤクート自治ソヴィエト社会主義共和国。本論では
扱っている時代を問わず、主にサハの名称を用いる。
7）2018 年の統計によると、サハ共和国におけるそれぞれの飼育頭数の概数は、ウシ 188,000 頭、ウマ
184,200 頭、トナカイ 154,600 頭となっている（サハ共和国統計局サイト https://sakha.gks.ru/folder/
53269）。
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めて移動する性質を持ち、
その飼育地域は共和国北部と南部、
すなわちエヴェンやエヴェンキといっ
た少数先住民族の多く居住する地域と重なっている。一般的にサハ人の間では、ウシとウマが主要
な家畜動物として飼育されている。
サハにおけるウシとウマを牧畜のあり方から見ると、両者は顕著に対照的な関係にあることが分
かる。第一に、頭数の増減傾向の上に、両者の対照性が見て取れる。歴史的にサハ人の間では、ウ
シとウマの飼育頭数が逆転を繰り返しながら、今日に至っている。多くの民族誌が伝えるように、
サハ人が現在の土地に暮らすようになった当初は、ウマの飼育が主流だった8）（Ionov 1895: 54;
Seroshevskii 1993: 250）
。その数が最初に文献史料に現れるのは 17 世紀後半で、当時のウシの頭数
は、ウマの⚓分の⚑程度だったとされる（Gabyshev 1966: 19）
。ところが、18 世紀に入るとその数
は逆転する。当時、ベーリングのカムチャッカ遠征に参加するためにシベリアを旅したドイツ人博
物学者 J. G. グメリン［Johann Georg Gmelin, 1709-1755］は、サハでウマの数がめっきり減少した
様子を目の当たりにした。彼は旅行記の中で、その理由を次のように記している。すなわち、冬に
降雪量の多い年が続いたために、ウマが十分な食物を摂れずに死んでいったこと、また、ロシア人
によるシベリア東端への進出が本格的に進められる中で、人や物資を運ぶ手段としてサハ人のウマ
が多く徴用されたことが、ウマの大幅な減少を引き起こしたという9）。19 世紀には、すでにウマを
飼育するのは富裕層に限られるようになっていた（Ionov 1895: 8; Seroshevskii 1993: 256）
。代わっ
て多く飼育されるようになったのがウシである。ウシはサハ人の生活に欠かせない家畜となり、貧
しくてウシを購入することができない者でも、それを借りて借料を乳製品で返済することが、日常
的に行われるほどだった10）。
ロシア革命時に頭数のピークを迎えたウシは、農業の集団化が進められたソ連時代の間も、サハ
の牧畜で主流の位置を占め続けた。再び変化が現れたのは、ソ連崩壊後のことである。ソ連末期か
ら崩壊直後の混乱期には、親族間の相互扶助に基づくウシの飼育が、国家の後ろ盾をなくしたサハ
人にとって生活の支えとなった（Crate 2006）
。しかし、国営農場で行われていた規模のウシを飼育
することは、その解体後に分配を受けた個人や組織にとっては能力を超えるものだった。国による
資金や労働力、機械の供給がストップしただけでなく、燃料費が大幅に値上がりしたこともあって
牧草の確保ができなくなくなり、ウシの飼育頭数はソ連崩壊後の 25 年間で半数以下に激減した。
それに対して、ウマの飼育頭数は、ソ連崩壊直後には一時減少したものの、2000 年代に入ってから
持ち直し、現在では崩壊前の水準にまで回復している。今やウシとウマの数はほぼ同数にまで達し
ており、後者の数が前者を上回るのは時間の問題となっている（図 1）
。
片方が数を減らす中、もう片方が増加することで、18 世紀に次いで 21 世紀にもウシとウマの数
8）サハ人の起源について確かなことは分かっていないが、15-16 世紀にバイカル湖北岸からレナ川中流域
に移動してきたチュルク系の民族と、従来からそこに暮らしていた先住民との間で混血が進んで、今日の
サハ人が形成されたとする見方が有力である。サハ人の民族起源に関する議論をまとめたものとしては、
Ushnitskii（2014）を参照。
9）19 世紀末の民族誌家セロシェフスキーによる引用（Seroshevskii 1993: 251）。なおセロシェフスキー自
身は、牧草地と放牧地の不足がウマからウシへの転換を促し、それとともにサハ人の社会構造そのものが、
遊牧から定住牧畜へと変化したという見方を示している（Ibid. 258）。
10）ウシの貸借においては、バター⚑プードとタル（牛乳を発酵させて作った酸乳を凍らせたもの）10 プー
ドを一つの単位（ハサス／khasas）とする取引が行われていた。19 世紀末には、平均して牛⚑頭につき
⚗分の⚖ハサスの返済が相場とされていたという（Ionov 1895: 20-22）。すなわち、牛⚗頭を借りた場合、
バター⚖プード（約 98 kg）とタル 60 プード（約 980 kg）を返す計算になる。
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サハにおけるウシとウマの頭数の変化

Source：サハ共和国統計局サイト https://sakha.gks.ru/folder/53269

の逆転が起ころうとしている。今回の逆転では、家畜の飼育形態の違いにその主な原因が見いださ
れるが、まさにこの点が、ウシとウマの第二の対照的な要素としてあげられる。すなわち、ウシは
集約的（intensive）な飼育が必要なのに対し、ウマは粗放的（extensive）な飼育が行われる。冬（12
月、⚑月）の平均気温がマイナス 40 度にもなる極寒の気候下にあるサハでは、ウシは 10 月から⚕
月まで約⚘か月にわたって牛舎内で飼育される。そのために、夏場に大量の乾草を蓄えておくこと
が必要であり、冬には給餌や排せつ物の掃除など、毎日の世話が欠かせない。朝夕二回の搾乳は、
一年を通しての日課である。それに対して、ウマは一年を通して野外で放牧される。雄ウマ⚑頭と
雌ウマ 10 頭前後からなる群れを単位として動きながら、雪の下を掘って地表の草を食べる（高倉
2012）。冬の中盤以降、⚒月から⚕月頃にかけてはウマにも乾草が与えられるが、ウシに比べると少
量で済む。脱集団化とともに、若者の農業離れが深刻化しているにもかかわらず、ウマの飼育頭数
が伸びているのは、労力、元手、資源のあらゆる点で、比較的負担の少ないことが理由になってい
ると言っても過言ではない。
その反面で、ウマの飼育は粗放的であるがゆえに、気候や環境の変化による影響を受けやすいと
いう側面もある。降雪量の多い年など、雪の下の草を掘ることができずに、ウマが十分な食料を得
られないことがある。逆に、冬の雪が少なすぎると、湿り気を帯びた地表が固く凍りついてしまう
ために、やはり十分な餌が得られず、栄養不足から翌春の出産率が極端に低下することがある。そ
の点、ウシの飼育では、夏場に十分な量の乾草さえ確保できれば、毎年一定の生産が見込まれる。
牛乳の生産量や濃度と、ウシに与えられる飼料との間には、ある程度の規則性が見いだされる。つ
まり、ウシ飼育の場合は、ある程度確実な収入が見込めるのに対して、ウマの場合はどうしても不

北方人文研究

90

第 14 号

2021 年⚓月

確実性をともなう。この点が第三の対照的な要素となっている。ある程度規則的で確実な結果を伴
うウシ飼育と、不規則で不確実なウマ飼育の対照性は、商品の流通に関しても当てはまる。牛乳の
流通においては、各生産者から牛乳を買い取って消毒・加工し、市場に調達するまでを、公の認可
を得た業者が独占的に行うシステムが定着している。馬肉の流通に関しても同様の業者が存在する
が、システムが脆弱であるために、市場に左右される度合いが高い11）。このように、サハのウマ飼育
は、気候、市場、制度のあらゆる面で、環境に左右されやすいという不安定性を抱えている。
以上のように、サハでは様々な局面において、ウシとウマが明確な対照をなすことが指摘される。
しかしその一方で、今日サハにおいては、ウシとウマの双方に共通する事柄として、在来家畜に対
する関心の高まりがあげられる。牛馬ともにサハ在来種が存在しており、サハの固有性を守るとい
う点から、外来種と対比して捉えられる。在来種と外来種の対照関係は、ウシとウマの関係に何ら
かの変化をもたらすだろうか。在来家畜に対する関心は、ウシとウマの非対称な関係を一時的にせ
よ解消し、両者を同じ方向に向かわせるだけの要因となり得るのだろうか。以下本論では、サハに
おけるウシとウマの在来種をめぐる変遷を、順を追って検証する。さらにその結果、在来家畜の問
題がウシとウマの対照的な構図の中でどのように対処され、またそれにどのような作用を及ぼし得
るのかを考察する。
⚓．ヤクート牛：農業をめぐる政治の犠牲者
考察の端緒として、まずサハにおけるウシの在来家畜の現状が垣間見られる、あるエピソードを
紹介したい。
2018 年のモスクワ国際映画祭で、サハ・フィルム制作による⽛トヨン・クィル⽜
（Toion kyyl）に
最優秀作品賞が贈られた。サハ語で鷲を意味するタイトルのこの映画は、1930 年代の農業集団化が
始まる直前の中央ヤクーチアを舞台としている。孤独にそびえるカラマツの木のそばでひっそりと
暮らす老夫婦が、この映画の主人公である12）。監督のエドゥアルド・ノヴィコフは、映画制作に関す
るインタビューの中で、次のように語っている。
⽛はじめはイメージに合うようなカラマツの木が
なかなか見つからず、CG を使って映像を合成することも考えていました。そこへ運よく、ちょう
どいいカラマツの木が立っている場所が見つかったのです。しかし、そこに撮影用のセットを作る
のが大変でした。家を建て、柵をこしらえ、ウシを運んでこなければなりません。幸い、エランカ
13）
村にウシが見つかり、角のある⽝女優⽞をトラックで連れてくることができました⽜
。一見、撮影

にまつわる何気ない苦労話のように見えるが、実はそこに問題の片鱗が示されている。ウシが見つ
かったというエランカ村は、ロケ地と同じハンガラス郡に位置するが、その間およそ 120 km も離
れている。最寄りの村でも十分ウシは入手できたはずなのに、なぜわざわざ遠方の村から⽛女優⽜

11）チュラプチャ郡およびゴールヌイ郡の調査（2016-19 年）に基づく。調査時において、牛乳の買取価格
は公定で⚑リットル 45 ルーブルと定められており、うち 35 ルーブルが国からの補助金で賄われていた。
それに対して、馬肉の最低買取価格も決められているものの、公定の調達業者に支払われるべき補助金が
支払われないといった事態が生じており、業者は買取価格を下げざるを得なくなっている。その結果、多
くの馬肉が公定業者を通さずに市場に流れている。
12）映画の内容については、スラブ・ユーラシア研究センターニュース 155 号（2018 年 11 月）を参照。
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/jp/news/155/CNews155.pdf#page=7
13）Kino bysokogo poleta: «Tsarʼ-ptitsa» pokoriaet mirovoi ekran. «Yakutiia», 19.04.2018.
http://ysia.ru/kino-vysokogo-poleta-tsar-ptitsa-pokoryaet-mirovoj-ekran/
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となるウシを運んでこなければならなかったのだろうか。
実は、映画の撮影に使われたウシこそ、サハの在来家畜、ヤクート牛である14）。比較的小柄で足が
短く、樽のように膨らんだ腹を持つほか、鼻先が黒い、体のわりに頭部が大きいなどの外観上の特
徴がある15）。体表が毛で覆われており、皮下脂肪を多く蓄えている。ヨーロッパ産の乳牛と比べて
乳量は少ないが、乳脂肪分は高く、平均で約⚕パーセントの脂肪分を含む乳を出す。混合飼料等を
必要とせず、
自然に生える少量の草だけを食べて成長する。こうした特徴から分かるように、
ヤクー
ト牛は極寒の気候に適応した体質を持つ。しかしながら、
ソ連時代には生産性の低さを理由に、
ヨー
ロッパ産の品種との置き換えが徹底的に進められた。1930 年代に農業集団化が始まるとともに、体
格が大きくて乳量で勝るシンメンタール種やホルモゴール種が導入されるようになる16）。さらに、
これら外来種のウシとヤクート牛の交配が繰り返し行われた結果、1960 年代になるとヤクート牛は
サハ北部でしか見られなくなり、その数も 15,000～16,000 頭を残すのみとなった（Korotov 1965:
3）
。その後もさらに減少し、現在では絶滅が危惧されながら、1,500 頭余りが特別に指定された農
場で飼育されている（Abramov et al. 2018: 8）
。ピーク時（1917 年）には約 48 万頭いたウシのほぼ
すべてがヤクート牛だったことを考えると、その激減ぶりは一目瞭然である。先の映画では、集団
化前の時代考証に基づいて、労力を払ってでも遠方のヤクート牛が起用されたというわけである。
およそ四半世紀の間に、家畜動物がすっかり入れ替わってしまうような事態は、どのようにして
起こりえたのだろうか。スターリン時代の農業では、集団化の成果として、生産性の向上が半ば強
迫的に求められていた。ウシ一頭から得られる牛乳や牛肉の量で示される生産性の高い外来種は、
⽛文化的品種⽜
（kulʼturnaia poroda）として、より高いランクに格付けられた。その文化的品種と交
配を重ねることで、在来種のウシに育種を施すことが、当時のサハでは牧畜の主要な流れとなって
いたのである（Chugunov 2009: 8）。
そうした流れに葛藤がなかったわけではない。それどころか、地元の農業指導者の中には強く反
対する者もあった。例えば、1950 年代からヤクート牛の研究に取り組んでいた P. A. ロマノフ17）は、
厳しい環境に適応したヤクート牛を高く評価して、その純血を守ることの重要性を訴えていた。彼
は述べている。⽛ヤクート在来種のウシは、その土地の条件に適応し、堅固な体格を持ち、粗食に耐
え、高脂肪の牛乳を出し、肥育しやすいという、きわめて重要な特質を持っている。それはまた、
飼料と飼育条件を改善すれば、はるかに生産性をあげるという性質をも持ち合わせている⽜
（Romanov 1959: 35）
。また G. P. コロトフ18）は、同じ条件で飼育されたヤクート牛と交雑種（ヤクー
ト牛とシンメンタール種またはホルモゴール種）を、あらゆる項目において比較するという実験の
14）サハ語で sakha ynaga ロシア語では yakutsukii skot と呼ばれる。本論ではヤクート牛の呼称を用い
る。
15）ヤクート牛の外観および生理的特徴については、次の文献にまとまった記述がある。Granberg et al.
2009: 23-26; Popov et al. 2013: 35.
16）シンメンタール種（Simmental）はスイス原産の肉牛および乳牛。ホルモゴール種（Kholmogor）はロ
シアのアルハンゲリスク州原産で、主に乳牛として利用される。
17）Petr Apollonovich Romanov（1932-1982）モスクワ畜産アカデミーで学んだ後、ヤクート農業科学研究
所、およびヤクート国立大学（現北東連邦大学）で教鞭をとる。早くからヤクート牛の研究を手掛け、そ
の種の保存を目的とした組織作りに尽力した（Granberg et al. 2009: 149-155）。
18）Georgii Pavlovich Korotov（1913-1993）サハ、スンタール郡生まれ。モスクワの獣皮革大学、畜産大学
で学んだ後、サハで党活動を行う。1956 年、ヤクート農業科学研究所の初代所長に就任。ヤクート牛の
保護を訴えたほか、外来種同士の交配による育種理論の研究も行った（Stepanov 2019）。
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手法を用いた。その項目は、牛乳生産量、牛乳の脂肪分及びその他の成分、飼料消費量、牛肉の品
質、筋肉の組織、体格、成長率、解体時の重量、乳房の構造、骨の成分、気温変化に対する反応に
まで及んでいる。その上で、乳脂肪分の高さや低温・低栄養の環境への適応能力、病気に対する抵
抗力といった点でヤクート牛の優位を強調するとともに、
⽛交雑を行ったウシはヤクーチアの自然
環境や飼料摂取の条件に適応しない⽜として、外来種のウシの導入を制限することを主張していた
（Korotov 1965: 41）
。
それに対して、共産党執行部や政府寄りの科学者たちは、外来種との交雑を積極的に支持した。
その陣営からは、ヤクート牛の研究者が党の政策を妨害するために、ヤクート牛の生産性をわざと
過大評価しているという批判が起こったという（Granberg et al. 2009: 149）
。実際、政府寄りの科学
者たちは、交雑による品種改良の効果を強調していた。例えば V. V. パンクラートフ19）は、コロト
フがとったのと同じ実験の手法を用いて、ヤクート牛とシンメンタール種の交雑第⚑、第⚒、第⚓
世代の間で比較を行っている。やはり多岐にわたる項目について調べた結果、交雑によって牛乳・
牛肉ともに生産量が増大し、成長効率を伸ばしてコストを抑えることができる上に、厳しい気候へ
の適応能力も保たれるとしている。それによって彼は、異種交配を⚓世代まで進めることの妥当性
を主張した（Pankratov 1972）
。
パンクラートフが行ったように、科学的な根拠を挙げて、ヤクート牛に有利な結果をすべて裏返
していくというやり方は、当時のサハでは広く行われていたと思われる。それによって、
⽛モスクワ
からやって来る学者は、外来種のウシとヤクート牛を交配して、すぐにでも結果を出したがってい
た⽜
（Granberg et al. 2009: 155）という声が、現場から上がるような状況を作り出していた。次第に
ヤクート牛の持つ環境への適応性は顧みられなくなり、生産性を求める志向が草の根にも広がって
いく。
⽛搾乳員は搾った牛乳の量に応じて給料がもらえたので、乳量の多い牛を望んだ。ヤクート
20）
牛には誰も見向きもしなかった⽜
。結果的にヤクート牛は、1960 年代までに数を急激に減らすこ

とになる。
⚔．ルィセンコ主義とその影響
一方、この間の時代的背景に目を転じると、当時のロシアを覆っていた特殊な事情が浮かび上が
る。とりわけ、スターリン期からフルシチョフ期にかけて、独自の育種理論でソ連農業に絶大な影
響を及ぼした T. D. ルィセンコ21）の存在が、大きな影を落としている。当時ソ連では、彼と彼の追
従者による疑似科学的な理論が、遺伝学や細胞生物学、植物生理学などの学界を牛耳って、農業政
策のあり方を左右していた。その影響力は、ルィセンコ個人の見解をはるかに超えて、政治的な動
19）Vladimir Viktrovich Pankratov, 1937 年ロシアのウラジーミル州生まれ。カザフスタンの農場で働い
た後、モスクワ農業アカデミーで学ぶ。卒業後、ヤクーツクの党機関付属学校教師を経て、国立統一育種
局で働く。ここで取り上げる文献は、彼が育種局の副長官として在任中に、モスクワ農業アカデミーに提
出した修士論文（Petrov 2010）。
20）元ソフホーズ員（86）へのインタビュー。ゴールヌイ郡ベルジゲスチャフ村、2019 年⚙月 19 日。
21）Trofim Denisovich Lysenko（1898-1976）ウクライナのポルタワ近郊の町、カルロフカ生まれ。アゼル
バイジャンで農作物の育種に従事する傍ら、雪の下で越年させた秋播きコムギを春に播いて、通常の春播
きコムギよりも多くの収穫を得る⽛春化処理⽜
（iarovizatsiia）の手法で小麦の増産に成果を上げる。オデッ
サの育種遺伝学研究所を経て、ソ連農業科学アカデミー総裁（1938）、遺伝学研究所長（1941）にまで上
り詰めた。スターリンに続いてフルシチョフの支持も取りつけることで、その失脚する 1964 年頃まで、
共産党政府による政治的庇護を得ていた（Joravsky 1970；市川 2016）。
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因にまで発展したため、しばしばルィセンコ主義という言い方がされる。ルィセンコは、生物の形
質決定の要因を遺伝子に見出す古典遺伝学の理論を否定し、環境作用と人為的処理によって形質は
変えられると主張した。接ぎ木や⽛春化処理⽜など、外的環境（気温、光、養分、その他）を変化
させることで、植物の遺伝的性質を特定の方向に転化させることが可能であるという考えから、条
件がそろえば古い体から新しい品種を作り出すことができるという⽛法則⽜を編み出した（Joravsky
1970: 214）
。いわば、遺伝学を西欧の資本主義イデオロギーの産物として否定し、独自の見解に基
づく育種の効果を誇大に宣伝するルィセンコの主張は、専門的な知識に疎い政治の中枢に対して、
通りのよいものだったのである。
ルィセンコの育種理論、いわゆる⽛農業生物学⽜
（agrobiologiia）の射程には、農作物だけでなく、
もちろん家畜動物の育種も含まれる。ルィセンコ主義による家畜動物の育種には、1）環境条件の作
用を重視する、2）異種交配の効果を無条件に肯定するという、二つの特徴が指摘できる。ルィセン
コ主義が遺伝学に対する⽛勝利⽜を宣言した出来事として知られる 1948 年全ソ連邦農業科学アカデ
ミー⚘月総会で行った報告では、動物の形質は植物の場合と同様に、外的環境の条件と密接に関連
しながら形成されると断定していた22）。その中で彼は、家畜の生産性を効率よく転ずる手立てとし
て異種交配をあげたうえで、⽛飼料、飼育環境、気候の条件に合うような品種を作り出すとともに、
品種に合うような飼料、飼育環境を作り出す必要がある⽜としている（Lysenko 1952: 568）
。
一方、異種交配による家畜動物の育種は、栄養雑種（接ぎ木による交雑種の形成）と並んで、ルィ
センコ主義の提唱する技術の目玉となっていた。その顕著な事例として、脂肪分の高い牛乳を出す
乳牛の育種実験があげられる。ルィセンコによると、高脂肪の牛乳を出すジャージー種と、ロシア
産の乳牛を交配して得られる雑種由来の受精卵（接合子）は、母体となる母ウシに十分な飼料が与
えられれば、生まれてくる子ウシにとって有利になるように、父方ないし母方に進む道を選択する。
大型で脂肪分の低い牛乳を出す雌ウシと、小型で高脂肪乳を出す種の雄ウシを交配した場合、受精
卵は自ら分娩の際の安全性を考慮して、父方の形質を受け継ぎ、小型で高脂肪乳を出す乳牛に成長
するという。続く世代でも同様の交配を進めていくと、高脂肪乳の乳牛が安定して生み出されると
した（Lysenko 1957；メドヴェージェフ 2018：286）
。1953 年にスターリンが死去して、ルィセンコ
が政治的な後ろ盾を失いかけていた時期に行われたこの⽛実験⽜は、ルィセンコ主義の権威を回復
するために、積極的に利用された。ルィセンコの指導する実験農場を視察したフルシチョフ第一書
記がこれを好意的に捉えたため、プラウダ等の主要メディアでは、連日のようにルィセンコ主義の
成果を称賛する論評が掲載されたという23）。
1958 年にヤクート牛の調査を行い、翌年その結果に基づく研究書を発表したロマノフは、ウシの
異種交配に関するルィセンコの議論に言及している（Romanov 1959: 34-35）
。それによると、乳牛
に関するルィセンコの育種理論は、サハの牧畜実践にとって重要である。ヤクート牛と外来種のウ
シの交配によって、乳量がわずかに増えたものの脂肪分が低下したのは、母ウシに与える餌が少な
いので、父ウシ側（すなわち外来種）に傾いたためである。このため、ヤクート牛の雄を父ウシに
選んで、母ウシに餌を十分に与えれば、高い乳脂肪のヤクート牛が得られるという（Ibid. 35）。つ
まり、異種交配などしなければよいというのと同じだが、それでもルィセンコの理論を肯定せずに

22）1948 年農業科学アカデミー⚘月総会とその国内外の反響については、藤岡（2010：187-199）に詳しい。
23）フルシチョフは、1954 年夏と 1962 年夏の⚒度にわたってルィセンコの実験農場を視察している。それ
以外にも、折に触れて視察の状況を回顧的にコメントしていた（Aleksandrov, 1992: 171-173）。
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は、公の場で発言することもままならない政治的状況のなかで著述せざるを得なかった、ロマノフ
の苦悩がにじみ出る文章になっている。しかし、そのヤクート牛保護の主張は聞き入れられること
なく、その数が減少の一途をたどったことは、上述の通りである。
いよいよ絶滅の危機に瀕したヤクート牛の種の保存に向けて対策が講じられるようになったの
は、ようやく 1980 年代になってからのことである。ちょうどこの頃、国連食糧農業機関（FAO）や
国連環境計画（UNEP）の主導で、生物遺伝資源に関する専門協議会が召集されるなど、世界的に家
畜の生物多様性を守ろうとする動きが高まっていた（Hodges 1992）
。そうした動きと連動する形
で、ソ連でも 1981 年から科学技術国家委員会、農業省、科学アカデミー等が共同で、ゲノフォンド
（ジーンバンク）のプログラムを始動させた（Granberg et al. 2009: 151）
。家畜の中でも、特に消滅
の危機に瀕した品種の遺伝子を保存・管理することを狙いとするもので、ヤクート牛の保護もこの
枠内で行われることになった。ソ連崩壊後はこの動きがさらに強まり、2001 年には⽛ヤクート牛ゲ
ノフォンドの保護と利用について⽜の法律が定められた24）。法律は、プログラムが共和国財政によっ
て運営されることを定めた上で、ヤクート牛を飼育するための具体的な管理規準を規定するもので
ある。現在も年間 3,500 万ルーブル余り（約 6,000 万円）の国家予算が、ヤクート牛の繁殖に計上
されている25）。現在は、ゲノフォンドに指定された⚒つの農場とその支部、また個体登録をして定
期的に生育状況を知らせるなどの業務を請け負う農家の間で飼育されている。そこでは、ただ繁殖
を目的とするだけで、搾乳や食肉の生産は行われていない。今のところ市場との結びつきがないこ
ともあるが、生産性が低いというレッテルを張られたヤクート牛に対する一般農家の関心は低い26）。
ヤクート牛が現在までにたどった運命を振り返って浮かび上がるのは、時代の趨勢に乗じて科学
の名を借りた政治的権威に追いやられる、在来家畜の姿である。人為的な環境操作と異種交配の効
果を誇示する育種理論に基づいて家畜の交配が重ねられた結果、ヤクート牛は地球上での存続が脅
かされるまで減少することになった。そしてこのことは、ヤクート牛の環境への適応性を重視する
声が、農業の生産性を優先させる指令によって消されてしまうことで成り立っていた。一方、現在
では、国連のグローバルな組織が主導する生物遺伝資源の多様性を守る取り組みの中で、在来家畜
の持つ環境への適応性が高く評価される（
⽛ある特定の在来種が消えることは、そのユニークな適応
性が失われることを意味する⽜FAO 2007: 18）
。それと同時に、ローカルな現場では、その性質がまっ
27）
たく顧みられなくなっている（
⽛ヤクート牛は儲けにならない⽜
）
。いずれにおいても指摘されるの

は、環境への適応の評価に介在する、圧倒的な不均衡である。
しかしその一方で、サハのもう一つの在来家畜であるウマをめぐる状況は、ヤクート牛とはまっ
たく異なっている。比較の視点を得るために、
次にサハ在来種のウマをめぐる経緯を追ってみたい。

24）Zakon Respubliki Sakha (Yakutiia) «Ob okhrane i ispolʼzovanii genofonda yakutskogo skota». 法律は
2016 年末に一部改訂され、個人事業者によるヤクート牛の飼育規定が緩和された。条文および改訂内容
に つ い て は、サ ハ 共 和 国 公 式 サ イ ト を 参 照。https: //www. sakha. gov. ru/files/front/download/id/
1464149
25）ヤクート牛保護法改訂法案添付資料（注 24 参照）。筆者は 2017 年⚙月にゴールヌイ郡にあるゲノフォ
ンド指定農場を視察したが、そこでは従業員に対して、近隣の農業組織の⚒倍近くの額の給料が支払われ
ていた。指定農場では搾乳は行わず、乾草はすべて官費で支給されている。
26）政府による対策がなされているにもかかわらず、過去 20 年間にヤクート牛の頭数がほとんど増えてい
ないのは、一般農家の無関心によるところが大きいと考えられる。
27）ある個人農家へのインタビュー。ゴールヌイ郡マガラス村、2019 年⚙月 20 日。
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⚕．ヤクート馬：同定と起源の追求
サハ在来種のウマ（以下、ヤクート馬と総称する）は、極端に寒さの厳しい気候に適応して皮下
脂肪を多く蓄え、体の表面が長い毛で覆われている。競走馬に比べて四肢が短いこともあって、長
いたてがみが膝下にまで届くこともまれではない。ヤクート牛と同様、ヤクート馬も粗食に耐え、
極寒の気候に適応した在来家畜とされる。
近年、そのヤクート馬の交雑種として、新しい品種が認定された。一つはシベリア産のクズネツ
種とロシア輓馬をサハ在来種と掛け合わせたメゲジェク種（megezhekskaia poroda）
。もう一つは
競走馬のオルロフ種、ロシア輓馬とサハ在来種を掛け合わせた沿レナ種（prilenskaia poroda）であ
る。いずれもロシアの農産物品種管理局28）への届け出が受理され、最終的には 2011 年に登録され
た。これら交雑種は、サハ在来種と比べて体格が大きいことが特徴である（表 1）
。登録に際しては、
サハ在来種内部で細分化されたタイプ（コルィマ型、ヤナ型）もあわせて承認・登録された（Alekseev
et al. 2011; Alekseev et al. 2013）
。ヤクート馬そのものについては、ソ連時代末期の 1987 年に、当
時の農業省にあたるソ連農工業委員会の決議で、独立品種として認定されている（Alekseev 2007:
15）
。そもそもヤクート牛の場合には、品種そのもの（独立した品種であるかないか）については問
われることがないのに対し、ヤクート馬では交雑種を含めて、品種の同定が厳密になされているこ
とが分かる。
表1

サハで飼育される各種繁殖馬の平均的測定値
雄馬

雌馬

測定値、cm
体高

ヤクート馬

胴体斜長

胸囲

体重、kg

測定値、cm
体高

胴体斜長

胸囲

体重、kg

a）基本型

138.7 ±0.59 147.42±1.31 180.5 ±1.91 464.5± 0.89 136.01±0.45 143.59±0.59 173.28±0.46 420.9 ± 8.33

b）ヤナ型

140.08±1.01 153.82±0.79 184.8 ±1.52 493.0±18.18 134.84±0.76 149.66±0.91 179.3 ±1.20 436.5 ± 4.94

c）コルィマ型 141.66±0.54 150.78±0.85 186.72±2.92 486.6± 9.30 140.62±0.45 147.02±1.14 182.8 ±2.13 457.06± 2.36
沿レナ種

142.1 ±0.85 150.4 ±0.82 182.6 ±1.22 482.1± 0.93 138.0 ±0.81 146.2 ±1.30 173.97±1.28 431.9 ±11.20

メゲジェク種

143.8 ±0.86 154.6 ±1.02 190.1 ±1.46 514.2± 8.09 140.7 ±0.30 150.0 ±0.41 181.4 ±0.72 461.2 ± 3.92

Source: Alekseev et al. 2013: 68

ヤクート馬と他品種との交雑の歴史は古く、19 世紀前半にすでにその記録がある。上述の通り、
当時はすでにウマ自体が富裕層の特権的な家畜となっていたが、特に裕福な商人の間でウマの交雑
が流行していたようである。そのようにしてできたウマは、誰々のウマという具合に、所有者の名
をつけて呼ばれていたという（Ivanov 2019b: 29）
。またイルクーツク州に隣接するレンスキー金鉱
では、金の採掘現場でロシア産クズネツ種のウマが運搬用に使われていたが、これら外来種のウマ
とヤクート馬が交配されることによって、ロシア革命時にはすでにかなり多くの交雑種のウマが存
在したようである（Ivanov 2019a: 15）
。さらに、1931 年にはヤクーツクにウマの異種交配を目的と
した国立種畜場29）が設置され、毎年ロシアから外来種のウマが取り寄せられていた。
興味深いことに、ソ連で農業集団化が始まって、農業生産の増大が強く求められるようになると、
28）正式名称は直訳すると、ロシア連邦育種成果の実験と保護のための国家委員会 Gosudarstvennaia komissiia Rossiiskoi federatsii po ispytaniiu i okhrane selektsionnykh dostizhenii, 略 称 は FGBU
Gossortkomissiia.
29）Gosudarstvennaia zavodskaia koniushnia. 種畜場は 1958 年に解体された（Andreev and Drugin 1970:
56）。
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ウマ飼育に関しては、異種交配に対する否定的な語りが主流を占めるようになる。例えば、1938 年
にサハで行った現地調査の結果に基づいて、ヤクート馬に関する研究を発表したロガレーヴィチ30）
は、異種交配は効果がないどころか、品種の劣化をもたらすとしている（Rogalevich 1941: 49）
。異
種交配による育種の最終的な目標は、地元の気候、土壌、飼料環境、経済状況に応じた固有の品種
や型を作り出すことであり、すでに寒冷地に適応していて、しかも体格もよいサハ北部のウマに異
種交配を行うのは意味がないとまで主張した。また、第二次世界大戦直後に広範な現地調査を行っ
て、今日サハにおけるウマ飼育研究の基礎を築いたガブィシェフ31）は、調査結果をまとめたモノグ
ラフの中で次のように述べている。
⽛ヤクート馬が地域固有の貴重な品種であることが過少に評価
されてきた結果、飼料や飼育環境に何ら改善のないまま、他品種との交配が無秩序に行われてきた。
多くの場合、このことはヤクート人のウマ飼育に害をもたらした⽜
（Gabyshev 1957: 7）
。ヤクート
牛の場合に見られたような、牧畜の現場と、首都圏から赴任してきた党執行部や学識者との葛藤の
構図は、ヤクート馬に関しては見られない。むしろ、ロガレーヴィチやガブィシェフのように権威
ある識者の議論を受けて、異種交配に対する否定的な見方が強まったと言える。
では、ルィセンコ主義はヤクート馬に関してどのように関与したのだろうか。先に取り上げた著
書の中で、ガブィシェフは、1948 年⚘月の農業科学アカデミー総会でのルィセンコ報告に言及して
いる。家畜動物の育種は飼料など飼育環境の整備に基づくものでなければならないとする内容で、
外部環境による条件付けの重要性を指摘するものだった（Gabyshev 1957: 8）
。ガブィシェフは巧み
にルィセンコの理論に基づきながら、ヤクート馬を擁護することができた。なぜなら、サハの厳し
い環境に適応してできたのがヤクート馬であり、その品種を育てることは、外的環境の作用を重視
するルィセンコの理論に抵触するものではなかったからである。もっとも、ルィセンコの理論でい
う環境は、
生物組織内部の働きに対する外的要因という意味で捉えられていたのに対し、
ガブィシェ
フをはじめとするヤクート馬の議論では、地理的、物理的な自然の特徴として環境が理解されてい
るという違いがある32）。しかし、ヤクート馬を擁護する研究者たちは、ルィセンコ主義をうまく読
み替えることによって、その破壊的な作用をかわしたことになる。
そして 1963 年⚓月には、ヤクート馬に対する擁護を法制化する措置が取られた。ヤクート自治
ソヴィエト社会主義共和国（ASSR）最高会議決議による⽛ヤクート ASSR の集団農場と国営農場
33）
における食用馬群飼育の発展について⽜
は、ウマの主要な用途を使役から食用に転換するべく方

向づけを行うとともに、ウマの育種を厳密に管理し、指定された場所以外での異種交配を禁止する
ものだった（Andreev and Drugin 1970: 16; Naumov 2004: 10）
。その一方で、優良な品種の産地では
30）Mikhail Ivanovich Rogalevich

ソ連農業省馬飼育・種馬飼養管理局で働いた後、リャザンの全ソ連邦

馬飼育研究所に勤務。本論で引いたヤクート馬の研究が高く評価され、のちに同研究所の所長に就任し
た（Kozhevnikov and Gurevich 1990）。
31）Mikhail Fedrovich Gabyshev（1902-1958）サハ、オリョクマ郡生まれ。18 歳でロシア共産党（ボリシェ
ビキ）に入党。ソ連農業経済研究所、ソ連国営農場人民委員部を経て、モスクワ獣皮革研究所教授。1941
年、中央アジアでカラクル羊飼養の調査・研究に従事。1945-47 年には、故郷サハでウマ飼育の広域調査
を指揮した。サハの環境条件からウマの頭数を⚒～⚓倍に増やせるとして、科学アカデミー・ヤクート支
部と対立した。晩年（1954-1958）は、ベラルーシで牧畜研究所長を務めた（Darbasov 2008）。
32）両者の場合とも広義では適応とみなされるが、気候生理学では、前者は訓化に相当し、後者は風土訓応
に当たるものとして区別される（伊藤 1974：11）。
33） «O merakh po razvitiiu tabunnogo miasnogo konevodstva v kolkhozakh i sovkhozakh Yakutskoi
ASSR» 1963 年⚓月 19 日決議。
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種畜場が設けられ、ヤクート馬との交配が計画的に進められるようになった（Ivanov 2019a: 16）
。
先に述べたような、近年認定された新しい品種のウマは、こうした計画のもとに育成されることに
よって生み出されたものである。
このように、品種を厳密に同定するとともに、交配のあり方を制限するという方針は、ヤクート
馬に関する議論では、統一見解として一般に共有されている。少なくとも、ヤクート牛の場合のよ
うな異種交配の是非をめぐる論争の余地はなかった。その一方で、ヤクート馬に関する議論にあっ
て、ヤクート牛の場合には見られない特徴が、二点あげられる。
まず一つは、在来種内部の分類に大きな関心が寄せられていることである。ロガレーヴィチは、
ヤクート馬を北部と南部の二つの型に分類した。北部のウマは比較的体格が大きく、白っぽい毛色
が多いのに対して、南部のウマはそれより小型で、白の他に葦毛や灰褐色の毛色も多くみられる。
頭、首、尻、体高、胸幅、四肢など、体の各部分のサイズや形も、北部と南部で少しずつ異なると
いう（Rogalevich 1941）
。ガブィシェフは、南部のウマをさらに小型のウマと、交雑によって大型化
したウマの二種類に分け、北部のウマと合わせて、全部で三つの型に分類した（Gabyshev 1957）
。
そして現在では、ガブィシェフが大型化した南部のウマと分類したタイプのウマは、外来種との交
雑によってできた新たな品種（メゲジェク種、沿レナ種）として、ヤクート馬とは区別されている。
それと同時に、北部のヤクート馬がヤナ型（ianskii）とコルィマ型（kolymskii）に細分化され、南
部の基本型（korennoi）と合わせて三種類に分ける分類法が公式に認定されている（Alekseev et al.
2013, 表⚑参照）
。
ヤクート馬に関する議論のもう一つの特徴は、厳密な内部分類への志向と関連して、種の起源に
ついての論争が盛んに行われていることである。あらゆる身体的特徴の違いから北部と南部のウマ
を区別したロガレーヴィチは、南部のウマの起源は、サハ人の先祖がバイカル湖畔から北に移動す
る際に連れてきたモンゴル種のウマだとした。それに対して、現在のサハ北部にサハ人が居住する
ようになったのは比較的最近のことであり、それから短期間でウマの表現型が変化したとは考えに
くいことから、北部のウマは南部とは別の起源を持つと考えた。サハ人が来る前からそこにいたウ
マ、すなわち、更新世の地層から化石が見つかっているツンドラ野生馬（古代馬）である34）。彼は、
あくまで断定することは慎重に避けながら、サハ人の先祖が南から連れてきたウマと、古代馬（の
子孫）が交配して、ヤクート馬の北部タイプが形成されたのではないかという仮説を立てている
（Rogalevich 1941: 44-46）
。それに対してガブィシェフは、古代馬はサハで化石が見つかっているだ
けで、歴史時代にはその生息の記録は残っていないことから、それとサハ人が連れてきたモンゴル
種のウマが交配した可能性については否定している（Gabyshev 1957: 74）
。しかし彼は、ヤクート
馬とモンゴル種のウマのつながりは否定できないとしながらも、モンゴルのステップを起源とする
ウマがサハの厳しい環境に耐えられないのは明らかだという。それに代えて、南から北上してきた
サハ人の先祖は、エヴェンキやユカギールなどの先住民がすでに家畜化していた古代馬の子孫とみ
られる原生馬を手に入れて、牧畜を始めたのではないかと考えた（Ibid., 55）
。その考えによると、
北で発祥したウマがシベリア全域に広がって、生息域の環境に応じて新たな性質と特徴を得ながら、
逆にモンゴルのステップまで広がっていったということさえ想像される（Ibid., 59）
。

34）ヤクート馬の起源を古生物に見出す仮説は、すでに 19 世紀後半に地理学者のチェルスキー［Ivan
Dementʼevich Cherskii, 1845-1892］によって打ち出されている。19 世紀末の民族誌家セロシェフスキー
も、基本的にその議論を継承している（Seroshevskii 1993: 156）。

北方人文研究

98

第 14 号

2021 年⚓月

ヤクート馬の起源を南（モンゴル）ではなく北（北極域）とする説は、サハでは根強く支持され
ている。ロガレーヴィチが可能性を示唆した古代馬とヤクート馬のつながりを、より直接的に結び
つけたのが、P. A. ラザレフ35）である。彼は、サハで発掘された後期更新世の古代馬の化石を現代の
ヤクート馬の骨格と比較して、その直接的な連続性を強調した（Lazarev 1974）
。それに対して最近
の遺伝学の研究者は、中期完新世までタイミル半島から東シベリアにかけて生息していたと考えら
れる古代馬の化石標本と、現代のヤクート馬の遺伝子検査の結果を比較して、両者の遺伝的つなが
りを否定している（Librado et al. 2015）
。それによるならば、サハ人の先祖が家畜として南から持
ち込んだウマが、比較的短い期間で厳しい気候に適応したということになる36）。しかし、サハの研
究者の中には、現代のヤクート馬のサンプルの取り方に偏りがあるとして、遺伝学者の見解に疑義
を抱く者もある37）。ヤクート馬の起源をめぐる論争は、まだ決して収束には至っていない。
⚖．結び：増幅する差異
以上に示したように、サハの牧畜の現場で在来家畜をめぐって展開されてきた状況は、ウシとウ
マの間で大きく異なっている。農業集団化の後、
生産性の向上が過度に追い求められる中で、
ヤクー
ト牛が外来種との交配を重ねて大きく数を減らしたのに対し、ヤクート馬は異種交配そのものが法
律によって制限されていた。このような農業政策上の違いは、環境への適応が考慮される度合いに
対応している。ウマの場合は、
飼育される環境に適応していることが一貫して重視されたのに対し、
ウシの場合では、環境とウシの関係はほとんど顧みられなかった。より正確に言うと、それを指摘
する声もあったが、生産性を高める要求の前にかき消されてしまった。もっとも、このような環境
適応の取り上げ方に見られる違いは、飼育形態の違いに起因するとも考えられる。粗放的な飼育が
行われるウマは、ウシよりも環境から受ける作用が大きいはずだからである。また一方で、ウマに
ついては 1960 年代頃まで使役が重要な目的だったのに対し、ウシは主に食料の供給源だったとい
う用途上の違いも考慮に入れるべきだろう。農業集団化の成果は、何よりもまず食料の増産に見い
だされるものだったので、時代の要請の前に環境条件への適応性が犠牲にされたということも、考
えられなくもない。
しかし、ヤクート牛とヤクート馬をめぐる議論の動向を見ると、両者の間には飼育形態や用途の
違いによっては説明できない相違が横たわっていることも確かである。起源に関する論争や、種内
外の明確な区分に基づく同定への志向は、ヤクート馬に関してのみ見られる特徴である。ヤクート
牛については、現在でも四代以上さかのぼって同じ在来種に属すのであれば、ヤクート牛として認
められるという、ごく簡単な規定しかない38）。その一方でヤクート馬については、まるで民族の歴
史と重ね合わせるかのように、適応と同定への細緻なこだわりを織り交ぜながら、起源の論争が交
わされる。適応への志向と同定への志向を二つの軸とする座標を想定した場合、ヤクート牛とヤ
クート馬は、それぞれ原点をはさんで対角線上に位置する象限に含まれる（図 2）
。この図からも明
35）Petr Alekseevich Lazarev（1936-2011）サハのナム郡生まれ。モスクワ大学地理学部卒業後、ヤクーチ
ア地学研究所に勤務。第四期更新世の遺物を中心とする発掘に従事した。1991 年には自ら発起人となっ
て、ヤクーツクにマンモス博物館を創設した（Savvinov and Boeskorov 2011）。
36）サハ人研究者の中でも、例えばアレクセエフは、ウマが短期間で環境に適応することを指摘している
（Alekseev 2007）。
37）Revorii Vasilʼevich Ivanov（ヤクート農業科学研究所）へのインタビュー。2019 年⚙月 16 日。
38）ヤクート牛保護法改訂版第⚑条 14 項。https://www.sakha.gov.ru/files/front/download/id/1464149
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サハの在来家畜の位置づけ

らかなように、特定社会の在来家畜の間でも、一律に生息環境への適応が認められるわけではない。
同じ場所で、同じ時間を生きるものでありながら、環境への適応が取り上げられる濃淡に明確な差
異を伴うことで、いわゆる適応の⽛かたち⽜を作り出している。
在来家畜をめぐる問題を通してみると、多くのサハ人にとって⽛ソ連以前の生活スタイルへの回
帰⽜
（Crate 2006: 138）が不可能であり、しかもそれは、昔と今の土地利用のあり方が異なるという
理由だけによるものではないということがよく分かる。とりわけウシに関しては、極寒の気候条件
に適応した在来家畜が失われてしまったことが、農業の持続性が困難に陥っていることにもつな
がっていると考えられなくもない。ウシとウマの種間の相違に基づく在来家畜の境遇の違いは、さ
らにウシとウマの対照的な関係に跳ね返って、両者の差異を一層広げる要因の一つとなっている。
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Topography of adaptation: Native domestic animals
in Sakha (Yakutia) and the environment
Masanori GOTO

(Slavic-Eurasia Research Center, Hokkaido University)
This paper examines how native domestic animals such as cattle and horses have been bred in
Sakha (Yakutia) by tracing the ways in which environmental adaptation was considered as a
physical attribute in academic discourses. The number of cattle and horses in Sakha has historically
varied inversely. In the last thirty years, the number of cattle decreased by almost half after the fall
of the Soviet Union, while the number of horses is growing to almost the same level as during the
Soviet era. Looking back at the historical situation of the native domestic animals, cattle and horses
followed completely different paths. Sakha indigenous cattle (Yakutian cattle) numbered nearly 500
thousand head in the 1920s, but the population sharply dropped in Stalinʼs time, as crossbreeding
with European breeds that promised to produce more beef and milk was widely introduced. On the
other hand, conservation of Sakha indigenous horses (Yakutian horses) was enshrined into law in
the 1960s, since they were recognized as the breed well-adapted to the harsh environment of
Eastern Siberia. The marked difference between the cases reflected the distinctive responses to
Lysenkoism, which had maintained a strong influence over agricultural policy until the end of
Khrushchevʼs regime. The defenders of Yakutian cattle were forced to obey the line of the
Lysenkoite promotion of crossbreeding, while the defenders of Yakutian horses evaded it by
pointing out the singular nature of environmental adaptation. From the observation of the concrete
trajectories that the native domestic animals followed, it is inferred that one of the reasons for the
current trend of the rise and fall of livestock animals may be found on the trail.

