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ボリビア・南アルチプラノの牧畜形態
ウユニ塩湖南湖岸地域の農牧複合の例
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はじめに

中央アンデスの伝統的な生業に関するこれま

での研究の大半は農耕を中心に扱ってきた。牧

畜に主眼をおいた本格的な研究としては、フロー

レス・オチョアや稲村によるものなどが挙げら

れるが、その数は少ない�。

しかも、フローレス・オチョアの一連の編著

書�で研究対象となった地域はペルー国内に集

中しており、アルチプラノ�に関しては北のチチ

カカ湖周辺のみで、南アルチプラノの報告はな

い。また、国内の研究者もペルー・アンデス、

とりわけ峡谷の源頭部に位置する高原を対象に

しており、アンデスの牧畜について、調査地の

偏在は否めない。

たとえば、中央アンデスでのリャマとアルパ

�アンデスの牧畜に関する研究が少ない理由として、「標
高が高い中央アンデス高原の自然環境が厳しいことや、牧
民の居住地が広い地域に分布しているため、詳細な文化人
類学的調査が最近まで行なわれず、民族誌資料が乏しかっ
たこと」を稲村は挙げている G稲村 ���H �I。

� �'' 年の 1������� 	� ����、�(( 年の ��������� 

��2�������、���� 年の 1������� ������	���。
�ペルー南部からボリビア最南端まで続く極めて平坦な高

原で、長さ約 (��.�、幅 ��～���.�、標高 �����～������。

カ�の主な用途は荷役と毛の生産であるという

のが一般的な認識であろう。しかし、この認識

は、ペルー・アンデスを調査地とした研究が多い

ことに原因があるのではないだろうか。という

のも、ペルー・アンデスが取り上げられる場合、

「比較的温暖・湿潤な、高度差の大きな峡谷およ

びその源頭部」という自然環境が前提となって

いるからである。温暖・湿潤な峡谷では農耕が

盛んであり、急峻な斜面を上り下りして収穫さ

れた農作物を運搬するためには、リャマあるい

はアルパカに頼らざるをえないであろう。しか

し、このような自然環境は必ずしも中央アンデ

スに普遍的に見られるわけではない。

さらに、アンデス諸国におけるリャマとアル

パカの頭数をみると、ペルーとボリビアの �国

が突出しているが、ペルーではアルパカがリャ

マの ���倍以上なのに対してボリビアでは逆に

リャマがアルパカの �倍以上で、頭数比に大き

な違いが認められる（表 �）。リャマはサボテン

すら何種類か消化でき、乾燥した固い牧草でも

�南米原産の � 種のラクダ科動物のうち、リャマ、アル
パカが家畜で、ビクーニャ、グアナコが野生である。
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表 	 アルパカとリャマの南米国別頭数（頭）�����

�������� �� ��� �������� ������ ��� �� ������ ��

! �� ���"�� ����� 	���# �$%&

アルパカ リャマ

コロンビア �%�% �



エクアドル 	

 �'���

ボリビア ���'��� �'
��'���

ペルー �'�	
'�	� ���'���

チリ ��'��� �
'���

アルゼンチン �

 	��'




合計 �'���'��� �'���'�	�

食むのに対し、アルパカはよりデリケートで、十

分に水分を含んだ緑の牧草を好む要求の多い家

畜である。そのため、アルパカの管理にはリャ

マよりも手間がかかる 	!�"�#$� %��&�'( )*�"��

����� ��。だとすれば、アルパカ優位のペルー・

アンデスとリャマが圧倒的多数派を占めるボリ

ビアとでは、牧畜形態に違いがみられる可能性

がある。

そこで、本稿では、先行研究を補完する意味

でも、ペルー・アンデスと比べてより「寒冷・

乾燥の厳しい、極めて平坦な高原」という自然

環境にあるボリビア・南アルチプラノを調査地

として取り上げ、その牧畜形態の特徴を明らか

にし、若干の考察を加えたい。

なお、同地域における農牧活動の現状と変遷

に関する記述は、����年 �月、�月、����年 �

月、����年 �月、����年 �～�月、����年 �月

に実施した、参与観察と住民への聞き取りを中心

とした調査に基づいている�。さらに、�+%%�

	�������,# +'-��#�. /' %���/��' /' %�01.��

/��から情報提供などの協力も得ている。

� ����年 �月の調査については、上智大学 �世紀 �!7

プログラム「地域立脚型グローバル・スタディーズの構築」
の平成 � 年度 �!7 若手研究者として行った。

図 	 ウユニ塩湖と集落の位置 �(��)��� *�"����

�

�#�� より作成&

�� ウユニ塩湖南湖岸地域の農耕・牧畜

	��集落の概況

アルチプラノ南西部に、塩湖として世界最大

を誇るウユニ塩湖が広がる�。乾季には干上がっ

て、真っ平らな純白の岩塩の湖底が露出する。

この類稀な大自然ゆえに世界的な観光スポット

としても知られ、塩湖からチリおよびアルゼン

チンとの国境まで四輪駆動車で数日かけて巡る

ツアーが人気を呼んでいる。

�面積は �����.�� であり、琵琶湖の約 � 倍、四国の約
半分に相当する。標高 ������。
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表 � クスコの月別平年気温（℃）および降雨量 +"",

�国立天文台編 �

	# �������' �������&

 月 � 月 � 月 � 月 � 月 � 月 ' 月 ( 月 � 月 � 月  月 � 月 年間

気　温 ��' ��' ��� ��� �( �� ��� �� ��� ��' ��� ��� ���

降雨量 ��� ���� �'�� ���� ��� ��' ��� (�� ���� ���� ''�� ���� '����

表 � コルチャ・カーの月別平均気温（℃）
 月 � 月 � 月 � 月 � 月 � 月 ' 月 ( 月 � 月 �月 月 �月 年平均

��� 年 ��� ��� �' ��� '�� ��� ��� ��� '�( �� 	 ��� 	

��� 年 ��� ��( ��� �� (�' ��� ��� (�� ��� �� ��� �� ��(

��� 年 �� ��� ��� �( (�� ��' ��( �� (�� �' � ��� ���

��� 年 ��� ��' �� (�( ��' ��( ��( ��� '�' ��� ��� �' (�'

���� 年 ��� ��� �� ��( '�� �� ��� ��� '�( ��� ��� ��� (�'

平均 ��' ��� �' ��� '�' ��� �� ��� (�' �� �� ��� ���

表 � コルチャ・カーの月別降雨量 +"",

 月 � 月 � 月 � 月 � 月 � 月 ' 月 ( 月 � 月 �月 月 �月 年

��� 年 ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 	 ���� 	

��� 年 ���� �(�' (�� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���(

��� 年 ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� (�� ��� ��� '�� ���� ���(

��� 年 �(�� ��� '��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �'�(

���� 年 ���( ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

平均 ''�� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ��( ��� �( ���� ����

このウユニ塩湖南湖岸に連なる �(���0級の

山々の麓には、筆者が調査した �つの先住民集

落�が点在する。そのうちのひとつが、本稿で取

り上げるサン・ファン�である（図 �）。

サン・ファンに近いコルチャ・カー	とペルー

のクスコ�
における気象データ（表 �、�、�、図

�）��との比較からも分かるように、南湖岸地域

における乾季の冷え込みは厳しい��。また、�～

�コルチャ・カー、サンティアゴ・カー、サンティアゴ・
デ・チュビカ、マニーカ、サン・ファン。

���&��������� %����F� %�������� 0�� -F&�?� �)����&��

�������D�� ���)����� ,�� 6)�� �� 9������。標高 ��'���。
	南緯 �� 度 �� 分、西経 �' 度 �� 分、標高 ��'(��。
�
比較のため、ペルー・アンデス東斜面の例としてクス
コを挙げた。南緯 � 度 �� 分、西経 ' 度 �� 分、標高
������。

�� �集落のうち比較的データの揃っているコルチャ・カー
について、最新 �年分を示している。データの提供は、ボリ
ビアの ,������� 0������� �� ���������+F� $ 3������+F� に
よる。

�� �～( 月には夜間J�� ℃に達することもあり、年較差だ
けでなく日較差も大きい。これは、常に雲がないことで放

��月の �ヶ月間に亘って降雨量はほぼ �00で

あり、年間降雨量もクスコの ���～���と少なく、

極度に乾燥している。

寒冷・乾燥に加えて、塩湖周辺の平地は土壌

の塩分濃度が高く、植生の乏しい砂漠となって

いる。この砂漠地帯の存在によって南湖岸地域

は周囲から生態学的に切り離された格好となっ

ており、山麓部以外は農耕・牧畜のいずれにとっ

ても困難な自然環境である。

サン・ファンの人口は約 ���人��である。家

屋のほとんどがアドベ（日干しレンガ）造りの平

射冷却によって気温が夜間急激に下がるためである。南ア
ルチプラノではウユニ塩湖底が最も低い地点であり、夜間
には湖底に冷気が下りてくるため、塩湖周辺の平地が最も
冷え込む G%������ K������� ����H ��I。

��博物館の資料では ���� 人とされているが、集落の人
口については行政区画と集落の範囲との間にずれがあり、
また行政側のデータの信頼性が低いので、住民への聞き取
りで得られた数値を挙げている。
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図 � クスコとコルチャ・カーの月別平年気温および降雨量

屋である。電気は、集落の発電機が稼動してい

る日没からの約 �時間しか通じない。電話は、�

台の衛星回線機を集落全体で共用している。サ

ン・ファンはツアーの中継点でもあり、宿泊施

設��がいくつかある。

現在、ほぼ全世帯が換金作物であるキヌアの

栽培に従事している。キヌアは高さ �～���0ま

で成長する南米原産のアカザ科の一年草であり、

その種子が食用として様々な調理方法で利用さ

れてきた��	佐伯 ����� ��2 平野 ����� ���。キ

ヌアの他には、ジャガイモが栽培されている。

また、約 �割の世帯が家畜の飼養も手がけてい

る。家畜の �割以上がリャマであり、ヒツジが

それに続く。ラバ、ブタも僅かに認められるが、

アルパカは皆無である。

�つの先住民集落のうちサン・フアンを本稿

で取り上げたのは、キヌア栽培とリャマ飼養と

いう伝統的な農耕・牧畜活動に特化している世

帯の比率が他の集落より高いので、より単純な

かたちで把握できると思われたからである。

��食糧、食器だけでなく、鍋、コンロ、ガスボンベといっ
た調理器具もツアー会社によって持ち込まれるので、宿泊
施設は調理のための空間と就寝場所を提供するだけでよい。

��外皮には苦味を有するサポニンが含まれるため前処理
が必要となる。

	���農牧活動

約 ��年前、主に交易によって農作物を獲得し

ていたサン・ファンでは、農耕よりも牧畜に比

重がおかれていた。乾季には、保存の利く「チャ

ルキ」と呼ばれるリャマの塩漬け干し肉やウユ

ニ塩湖で採掘される岩塩をリャマの背に負わせ、

比較的温暖・湿潤なアンデス東斜面へ、時にア

ルゼンチン北部までキャラバンを組んで遠征し、

そこで収穫されるトウモロコシなどと物々交換

していたという。当時のサン・ファンでは、ジャ

ガイモもキヌアも牧畜の傍らに自家消費用に少

量栽培されていたにすぎない。

しかし、徐々に車が普及するにつれてリャマ

の輸送手段としての役割は減じ、市場や流通網

の発達によってキャラバンによる物々交換は廃

れていった。そして、����年代後半、成分分析

によってキヌアの高い栄養学的価値を見出した

ポトシ県の農業技師が輸出品目としての将来性

を確信し、換金作物としてのキヌア栽培を住民

に推奨したのをきっかけに、比重は牧畜から農

耕へと移っていった��。

��世帯あたりのキヌア生産量は �～� キンタール（ キン
タールは約 ��.+）から �� キンタール前後にまで増加した
という。
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今日では、農耕と牧畜の両方に従事している

世帯においても、農作物が栽培されてから収穫

されるまでの雨季が生産活動の中心となり、農作

物のうち圧倒的な割合を占めるキヌアの栽培に

よって住民の生活サイクルは規定されている��。

キヌアの播種は�月末から ��月初旬まで行わ

れる。傾斜あるいは凹凸の多い畑では手作業で、

比較的平坦な畑に対しては近年はトラクターで

播種する��。約半数の畑が手作業で播種される。

手作業では、同じ互助集団アイニ 	������	に属

する住人が総出で参加する。キヌアは雨季の始

まる ��～��月からは本格的に成長し出す。雨

季の間はなるべく毎日畑を見廻ると同時に、畑

を荒らすネズミを捕獲するために罠の仕掛けも

行う�
。リャマは葉を食んでも実を食むことは

ないので、キヌアが成長した後は畑の管理もそ

れほど厳密ではなくなる。収穫は �月下旬から

�月初旬までに行われる��。畑は、その後地力

が回復して耕作可能となるまで �年以上休耕地

とされる。�月の収穫から �月にかけては、キ

ヌアの乾燥、脱穀、加工、袋詰、搬出といった

活動に比重が移る。収穫されるキヌアの ��～

��3が自家消費用で、残りは仲買い人を介して

主に海外の市場に出荷される��。

��高タンパク・低コレステロールの「ヘルシー・フード」
として国際的に高い評価を受けているキヌアの生産がより
重視されたこともあって、自家消費用であるジャガイモの
生産量は相対的に落ちてきている。キヌアの栄養学的評価
については、佐伯 G���I・平野 G����I を参照されたい。

��トラクターでの作業は効率的ではあるが、土壌の侵食・
水分喪失を来たしやすく、好ましくないという意見が多い。

�	アイユ G����I ともいい、「ケチュア語で親族の概念を
表す。文脈により、親族、身内、村人、村内の居住区画な
ど、いろいろな意味に用いられる」G大貫ほか ���H �Iが、
現在のサン・ファンでは、農作業や家の建築などで協力し
合うグループといった意味合いが大きい。

�
強力な農薬を使用しているので罠は必要ないという住
人もいた。伝統的には、大形のトウガラシであるロコトの
煮汁を害虫駆除剤として栽培植物に噴霧するという方法も
ある G%������ K������� ����H ��I。

��約 �種のキヌアが栽培されており、種によって収穫の
時期が少しずつずれる。

��キヌアの国際市場価格は近年暴落して、輸出用に生産さ

キヌアと並行して、土壌の保水力があるとさ

れる山の斜面でジャガイモも栽培される��。収

穫されたジャガイモは、夜間の冷え込みの最も

厳しい �～�月に、チューニョ��と呼ばれる凍結

乾燥ジャガイモへの加工が施され、自家消費用

として蓄えられる。

牧畜に従事している世帯は、��～���頭（��

頭前後が一般的）のリャマを飼養している��。

牧畜も、キヌア栽培を中心とした農耕にかなり

規定される。キヌア収穫後の �月からキヌア発

芽直前の ��月までの乾季の間、リャマの群れ

は、住民の目の届かない、集落から数キロ離れ

た、囲いもない山に放置される。群れを放置し

ている乾季の間、住民は週に �～�度山に上り、

リャマの群れの位置、頭数、個々の健康状態の

確認を行うのみである。肉を利用したい場合に

は、数人で山に出かけてリャマを捕獲して屠る。

このように、乾季には、リャマの群れの管理に

ほとんど手間をかけない。

一方、雨季にはリャマの群れを集落に下ろし、

常時飼養者の管理下におくようにする。毎日欠

かさず少しずつポイントを変えながら、集落か

ら �～��0離れた場所まで誘導してリャマに牧

草を食ませ、日没頃に集落に戻ってくる。夜間

は集落内の囲いに入れて保護する��。放牧では

休耕中のキヌア畑にも積極的にリャマの群れを

れていたキヌアも自家消費用にまわされることが多くなっ
たとの意見もある。

��平地は、日差しが強いため蒸発によって土壌の水分が
奪われやすく、また、夜間の冷気の垂れこみによって凍結
を来たしやすく、ジャガイモの栽培には適していないとさ
れる。一方のキヌアは寒冷・乾燥に対して強い耐性を有す
る。

��野天にジャガイモを放置して、夜間の凍結と日中の解凍
を数日繰り返す。膨潤してスポンジのような状態になった
ジャガイモを踏むなどして脱汁し、再度野天に放置して乾
燥させる。この行程はアク抜きも兼ねている。チューニョ
の加工法については、山本 G�(�I に詳しい。

��統計資料のデータではなく、聞き取りによって得られ
た概数である。

��サン・フアンの集落には約 �� の囲いがある。



	� 山崎洋之

入れる。そうすることによって、休耕地の雑草

を食ませるだけでなく、肥料となる糞を落とさ

せることもでき、また、近隣の栽培中の畑の見

廻りを兼ねることもできるからだ。

車両交通の妨げとなる植生が豊富で高度差の

大きな急峻な斜面が多いペルー・アンデス峡谷

では、車が普及しつつある今日でもリャマが輸

送手段として用いられる比率は依然高いのかも

しれない。しかし、地形が極めて平坦で植生が

非常に乏しい南アルチプラノでは、舗装道路は

おろか未舗装道路すら整備がされていないにも

かかわらず、車の交通が比較的容易である��。

そのため、早期に輸送手段としての役割を車に

取って代わられて以降、サン・ファンではリャ

マは ���％食肉用として飼養されている。物々

交換での重要品目であったチャルキにリャマ肉

が加工される比率も下がり、多くは生肉のまま、

もっぱら集落内で消費されるにとどまっている。

�� リャマの管理

上述のように、乾季と雨季とでは群れの管理

のあり方は相当異なる。雨季にリャマの群れを

集落内で管理する理由は、主にふたつ挙げられ

る。ひとつは、発芽・成長するキヌアを食みにく

るリャマが畑を荒らさないように監視するため

である。ふたつめは、新生獣を天敵から保護す

るためである。牧草が豊富に茂る雨季にはリャ

マの栄養状態も良くなって交配も多くみられる。

そして、約 ���日間の妊娠期間を経てまた同じ

雨季に出産がみられ、新生獣が増加する。この

時期、仔リャマの体はまだ小さく、キツネやコ

ンドルに襲われやすい。反対に、乾季には「仔

家畜もある程度成長しているため、管理が甘く

��干上がったウユニ塩湖は、南アルチプラノで最も状態
の良い「広大な天然の舗装道路」といえよう。四輪駆車な
ら (�.��� で走行可能である。乾季には定期バスのルート
にもなる。

ても構わないという牧民の意識がみられる」	稲

村 ����� ���とペルー・アンデスの牧畜につい

て述べられているように、ボリビア・南アルチ

プラノでも同様の意識が住民の間に認められる。

比較的手間のかかるアルパカがいないため、「管

理が甘くても構わない」どころではなく、「目の

届かないところに放置している」のである��。

放置して、日常的にリャマを手元にとどめて

おく必要がない理由としては、搾乳という日課

がないことが挙げられる。リャマもアルパカも

新生獣に授乳する分以外はほとんど乳を出さず、

乳を搾ってそれをヒトが利用するという習慣が

先スペイン期からなかった。この点、ウシ、ヒ

ツジ、ヤギを対象とする旧大陸の牧畜とは大き

く異なる。

リャマの群れは、種オス数頭とその ��～��

倍の頭数の成熟メス、およびその仔リャマ、種

オスとほぼ同数の去勢オスから成る。かつては

�～�ヶ月のキャラバン遠征期間以外はオスを�

年中山に放置し、メスについては乾季には比較

的集落に近い場所にオスとは別々に放置し、出

産の多い雨季にはメスのみを集落で管理してい

たという。しかし、現在では種オスや成熟メス

といったタイプ別のサブ・グループに群れを分

けることなく、様々なタイプのリャマを常に混

在させたまま管理している。種オス以外のオス

を去勢するということも徹底されておらず、生

殖についてはそれほど厳密に管理されていない。

これは、生殖能力を有するようになる �歳�	ま

でに種オス以外のオスを屠殺することが多いた

めと考えられる。早い段階で屠殺するのは、年

��ウユニ市街の近郊では、野生動物による新生獣への襲
撃だけでなく、人によるリャマの盗難についても注意が払
われており、乾季でも毎日群れを誘導して放牧し、一時も
群れから目を離すことはないという飼養者もいる。

�	栄養状態が良ければ � 歳で性成熟年齢に達するが、実
際には、リャマの栄養が十分でないウユニ塩湖南湖岸地域
の場合、� 歳頃になる GL��+ �''H �(I。
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図 � 福井による「動物を対象とした生業の分類」�福井 	���# 	�&

老いたリャマの肉は固くなってしまって好まれ

ないからである。また、輸送手段としての役割

を終えてもっぱら食肉用である現在、成熟体重

に達してしまう �歳以降の飼養は意味がない。

以上のように、群れを放置し、去勢も徹底され

ていないという粗放的な管理が一般的である�
。

�� 農耕・牧畜の移動性

この章ではまず、農耕・牧畜の移動性に着目

した稲村の修正分類系を紹介する。つづいて、

その分類系のなかで、サン・ファンの牧畜形態

がどの類型に該当するか検討する。

	��稲村の修正分類系とペルー・アンデスの類型

稲村は、自ら調査したペルー・アンデス西部

高原に位置するプイカ村の専業牧畜と東斜面ク

スコ県ケロ地方の農牧複合の牧畜形態について、

移動の問題に焦点をあてて次のようにまとめて

�
粗放的な管理にもかかわらず、常に群れの頭数を把握
し、 頭ずつ命名して個体識別している理由は明らかでは
なく、今後も研究の余地があると思われる。

いる。プイカについては、「リャマのキャラバ

ンを除いて、移動の範囲はエスタンシア（放牧

地）の領域内に限られており、高度差は意味がな

く、同一の生態学的環境内におけるミクロな移

動にすぎない。つまり、このような専業的牧畜

は（半）定住的牧畜と言うべきものである」	稲村

����� ����としている。また、ケロでも、農耕

については頻繁に大きな季節的上下移動が行わ

れているのにもかかわらず、牧畜についてはや

はり、「リャマのキャラバンを除いて、定住的日

帰り放牧が行われている」	稲村 ����� ��������

としている。

稲村は、アンデスの牧畜を広く牧畜文化のな

かに位置づける作業のひとつとして、福井によ

る「動物を対象とした生業の分類」（図 �）を挙

げ、上述のような特徴をもつペルー・アンデス

の牧畜形態がどの類型に該当するか検討してい

る。しかし、福井の分類系では、非農耕結合の

牧畜は即「遊牧」ということになり、プイカよ

うな（半）定住的な専業牧畜が該当する箇所が
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図 � 稲村による「修正した牧畜の分類系」�稲村 	���：���&

ないとし、これを修正した牧畜の分類系を自ら

作成した（図 �）。牧畜が、農耕結合／非農耕結

合の対立基準によって農牧と専業牧畜とに区分

されているところまでは、福井の分類系と同じ

である。しかし、稲村の修正分類系では、農牧

についても専業牧畜についても、遊動／定着と

いう同じ対立基準によって下位区分が設けられ

ている。これによって、「農／牧の移動の組み

合わせ」から帰結する、論理的に可能なすべて

の形態が網羅されていることになる。そして稲

村は、中央アンデスでは「牧畜が定住性と、そ

して農耕が移動性と結びついている」とし、プ

イカとケロが、修正分類系における「定牧」と

「定牧遊農」にそれぞれ該当するとしている 	稲

村 ����� ��������。

	���南アルチプラノの類型

サン・ファンでは、雨季における毎日のリャ

マ放牧の範囲は片道 �～��0であり、集落を朝

に出発して日没頃に戻ってくることのできる距

離である。牧草が乏しくなる乾季には、リャマ

を山に放置して週に �、�度山に上って見廻る

程度であり、リャマの放牧のために季節に応じ

て居住地を移すということはなく、牧畜は定住

的であるといえる。

ペルー・アンデスの専業牧畜のプイカでは、

同一の生態学的環境にある約 ���0� の放牧地

内に複数の住居を所有して住居間でのミクロな

移動を頻繁に繰り返すという（半）定住の形態

	稲村 ����� ���をとるが、サン・ファンでは各

世帯は原則的にひとつの住居しかもたない。プ

イカでは、ラクダ科動物の死因として頻度の高

い伝染病による下痢を避けるために、雨季に糞

便で汚染される家畜囲いを頻繁に変える必要が

ある。しかし、サン・ファンでは、死因はもっぱ

ら牧草不足による餓死あるいは凍死であり、病

気はほとんどなく、囲いを頻繁に変える必要も

ないというのが住民の共通した認識であった��。

これは、ウユニ塩湖南湖岸地域では雨季でもペ

ルー・アンデスに比べれば乾燥が強く気温も低

く、病原菌の繁殖の余地があまりないからであ

ろう。いずれにしろ、サン・ファンの牧畜はプ

イカの牧畜よりもさらに定住的であるといえる。

農耕についても、ウユニ塩湖南湖岸地域では、

寒冷・乾燥および土壌塩分濃度の高さによって、

キヌアは平地近くのなだらかな斜面で、ジャガ

イモは山斜面でというように、栽培植物の種類

も栽培可能な土地も限られている。そのように

限られた畑は集落から �日で十分往復できると

ころにある。ペルー・アンデスのように大きな

高度差の間に畑が散在し、一部の畑の脇には仮家

が用意されているということもない。したがっ

��牧草の量次第で新生獣の死亡率は �～��Mで変動する。
すべてのリャマを生存させるだけの牧草が得られないと判
断したときには、再生産に寄与する成熟メスを優先して残
すために、仔リャマから順に屠殺することもあるという。
病気がないのではなく、あっても飼養者が認識してないだ
けだとの見方もある。
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て、サン・ファンの農耕は、ペルー・アンデス

とは異なり、定住的であるといえる。

以上より、牧畜も農耕も定住的であることか

ら、サン・ファンの農牧複合の牧畜形態は、稲

村の修正分類系における「定牧定農」に該当す

ると考えられる。これは、プイカの「定牧」で

もケロの「定牧遊農」でもない。「アンデスの

『農牧複合』にはいくつかのバリエーションが

あり、ケロ型を典型と主張しているわけではな

い。今後、より多くの民族誌資料の比較が可能

になれば、『農牧複合』のサブ・タイプの比較検

討も興味深いテーマとなるだろう」	稲村 �����

����と稲村が予測していたとおり、新たにアン

デスにおけるサブ・タイプが確認されたといえ

よう。

おわりに

ペルー・アンデスと比較して、ボリビア・南

アルチプラノの牧畜の特徴をまとめると以下の

如くである。

�� アルパカは皆無で、リャマのみである

4� 群れを山に放置するなど、その管理は極め

て粗放的である

�� 農耕も牧畜も定住的で、稲村の修正分類系

の「定牧定農」に該当する

インカ時代には「チャク」と呼ばれるビクー

ニャの追い込み猟が行われていた。その特徴は、

狩猟対象となる野生動物の頭数を記録していた

こと、立派なオスと老いていないメスは殺さな

かったこと、増殖のための一定期間を空けたこ

と、である 	ガルシラーソ ����� ������。稲村

は、「狩猟」という範疇で捉えられながら、この

ように管理され、保護され、合理的に利用され

る野生動物の例を挙げて、「狩猟・牧畜二分論」

に再考を促している 	稲村　 ����� ����。一方、

本稿でみてきた現在のウユニ塩湖南湖岸地域の

リャマの例は、「牧畜」という範疇で捉えられな

がら、去勢を徹底しないという緩い生殖管理の

もとに山に放置され、必要に応じて捕獲され、

もっぱらその肉だけが利用されている。仮に、

対象である野生動物の質・量的な変化に配慮す

ることなくひたすら捕獲することを目指す狩猟

を「原初的な狩猟」とし、日々の徹底した保護

と生殖管理を行う牧畜を「高度な牧畜」とする

ならば、ウユニ塩湖南湖岸地域のリャマ飼養が

僅かに「高度な牧畜」寄り、チャクが僅かに「原

初的な狩猟」寄りながらも、いずれも「原初的

な狩猟」と「高度な牧畜」の中間に位置してい

るといえるのではないだろうか。リャマの野生

に近い動物学的特性、つまりそれほど管理しな

くても生息できるという能力を敢えて残して、

その部分を最大限に利用したウユニ塩湖南湖岸

地域の牧畜形態も「狩猟・牧畜二分論」再考の

一助になりうるであろう。

農耕・牧畜の移動性に着目して、サン・ファン

の牧畜形態は稲村の修正分類系における「定牧

定農」に該当し、ペルー・アンデスの農牧複合で

ある「定牧遊農」とは異なる新しいサブ・タイプ

であることを示した。中央アンデスの伝統的な

牧畜については、これまでペルーを調査地とし

た研究が多かったために、サン・ファンのよう

な農牧複合の牧畜形態は特殊なものとされかね

ない。しかし、南アルチプラノに限ってもポー

ポ湖（約 �(����0�）、コイパサ湖（約 �(����0�）

という塩湖があり、「寒冷・乾燥の厳しい、極め

て平坦な高原」かつ「塩分濃度の高い土壌」と

いう自然環境に当てはまる地域は大きな割合を

占める。したがって、サン・ファンで見られる

牧畜形態は決して特殊なものではなく、中央ア

ンデスでも広く見られるタイプである可能性は

高い。
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サン・ファンより南のチリやアルゼンチンと

の国境付近では標高もさらに高くなり、寒冷・乾

燥はいっそう厳しい。そのため農耕は困難で、

牧畜が専業的に営まれているという。南アルチ

プラノにおける牧畜の全体像を把握するために、

今後そういった地域にもさらに調査を広げてい

きたい。
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