森永

略

由紀

歴

東京都生まれ（理学博士）
。日本女子大学家政学部理I
学科（化学専攻）卒業、筑波大学大学院修士課程環境科
学研究科修了、同大学院博士課程地球科学研究科中退、
筑波大学地球科学系助手を経て1996年より明治大学商

共同研究者

尾崎孝宏

学部勤務。2003年4月から2年間モンゴル気象水文研究
所に研究員として滞在。2008年4月より明治大学商学
部教授（現在に至る）。

（鹿児島大学・法文学部・准教授）

柿沼

薫

（東京大学・農学生命科学研究科生圏システ
ム学専攻）

モンゴルの遊牧と自然環境
Mobile animal husbandry and the natural environments in Mongolia
Traditional pastoral system in Mongolia is characterized by its high mobility. As it
disperses the environmental load to land, it is said to be sustainable. In this study, we
examined the traditional knowledge of Mongolian herders focusing on the moving from the
viewpoint of anthropology and meteorology.
Myagmar was a very famous pastoralist for 1000 livestock holder at

national level in

Mongolia, who lives in Orhon Sum of Bulgan. His seasonal camps were chosen at remote
areas from urban space to keep large flock, in contrast to Chuluun who chose suburban
pasture for his camps. We can point out that there are two modes of pastoralists strategies
to increase their income; one is to live suburban pasture for seeking high price and variety of
marketable animal products, another is to live remote pasture with low livestock density for
maximizing the number of livestock they own.
Meteorological observations were carried out hourly from August 23, 2008 to March 19,
2009 in Bulgan prefecture, Mongolia to examine the traditional knowledge about the selection
of seasonal camp location. It was shown that they are using the thermal belt of the slope
during winter, and the knowledge that winter camp is settled on the foot of hill to prevent
cold temperature and strong wind while the summer camp is settled on the bottom of valley
for the easier access to water was reasonable from the meteorological point of view.
1．はじめに
モンゴル高原では寒冷で乾燥という厳しい自然条件の下で、遊牧が現在にいたるまで生業として
営まれてきた。遊牧はそれが数千年続いてきたという歴史的事実から持続可能とみられることもあ
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るが、遊牧はいかなる意味で持続可能なのか、移動と定着では何が異なるのかという問題意識をも
ちながら、本研究では特に移動に着目して遊牧の伝統技術の科学的検証を試みる。時にマイナス
40℃以下をも記録する厳しい寒さや、干ばつと雪害の両方に見舞われるといったアネクメーネぎりぎ
りとも捉えられる過酷な自然環境の中で、牧民がいかに暮らしてきたかを明らかにすることは、今後
さらに増加することが予測される人類の土地利用の在り方を考えるのにも役立つはずである。
本研究において現地の主たる協力者である牧民のチョローン氏は「移動は家畜にとっては楽だが、
人は大変だ。定着は人にとっては楽だが、家畜が大変だ」と指摘する。移動のメリットとして考えら
れることは、移動しながら自然植生を利用するので施設や飼料の準備の必要が少ない、移動によっ
て自然災害の影響を回避できる、人間活動の土地への負荷が分散できることなどがある。ただし自
然災害が移動によっても回避できない場合に家畜を大量に失うような事態が発生し、
（これには遊牧
の技術の継承が近年不十分だということも無関係ではないものの、）遊牧の後進性や脆弱性が指摘
されることもある。一方、特に90年代初頭の社会主義体制から市場経済への移行後は、市場、教
育、医療、雇用といったインフラを求めて都市近郊への定着、あるいは移動距離の短縮の傾向がみ
られるようになっている。
報告者らは、移動の際にゲルの位置はどのように選択されるか、移動の大小によって家畜の肥育
にどのような差があるのかの2点を、牧民の人類学的調査とあわせてモンゴルのボルガン県において
調査している。本報告では前者を主に報告するが、後者の移動の大小によって家畜の肥育にどのよ
うな差があるかについて、暫定的な結果ではあるがここで簡単に紹介したい。図１は固定、小移動、
大移動の3つの異なる移動形態をとった群のヒツジ
（2歳以上のメス15頭平均）
の3か月ごとの体重変化
を示す。固定群は家畜を買い取り、県庁所在地付近に留まる牧民ムンフ氏に飼育を依頼した。小移
動群としては県庁所在地近郊15km程の幹線道路沿いにゲルをもつチョローン氏の家畜を、大移動
群としては県庁所在地から30km近辺にゲルをもつミャグマル氏の家畜を対象に観察した。固定群で
は植生のバイオマスがほぼ最大になる8月以降に体重が伸びないが、小移動群および大移動群は草
と水を求めて移動するために11月まで体重が増加する。寒候季の体重の減少率は大移動群の方が
小さい。つまり大移動群は遅くまで体重が増加し続けて、冬場の体重減少もゆるやかである。小移
動群は2月に固定群と同じぐらいの体重になるが、その後2月から5月にかけ、固定群ではヒツジが
15頭のうち4頭が衰弱のため死亡し、他の2つの群では死亡しなかった。今後、採食や家畜の生理
に関するさらなる検証が必要であるが、移動しながら肥育する方が定着よりよい草と水と運動の機

ｋｇ
図1 群ごとのヒツジの体重。ヒツジは2歳以上メス15頭の平均値。移動範囲(半径)は固定群、小移動群、大移動群でそれぞれ約250m、7km、20km。
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会を得られ、体重増加や健康に有利だという牧民の経験知に矛盾しない結果であるといえよう。参
考に調査地域の植生の特徴を2節で述べる。
このように家畜にとっては肥育にプラスにはたらくと想像される移動であるが、年々牧民や家畜の
移動距離が短くなっていることがモンゴル各地で指摘されている。これに関して、郊外でより多く移
動するミャグマル氏の遊牧形態について都市近郊で数十キロ内で家畜を移動させるチョローン氏の
それと比較調査した文化人類学的研究の結果を3-1節で述べる。これはゲルの都市からの位置と移
動に関する考察でもある。一方、ゲルの季節による移動に関しては、
「牧民は冬は暖かい南斜面の
中腹に、夏は川沿いの平野にゲルを構える」と森林草原地帯での土地利用の経験知として知られる
ことを、チョローン氏の冬営地と夏営地での気象観測から検証した結果を3-2節で述べる。
2．調査地域と植生
調査地域はモンゴル国ボルガン県の中央部で、県中心は首都ウランバートルから西北西約280km
の位置にある
（図2）。観測を委託したチョローン氏は
県中心から北西約15km付近（ボガト郡）を小規模に
移動、ミャグマル氏は県中心から南南西約30km付近
（オルホン郡）をより大規模に移動している。
ミャグマル氏の夏営地周辺の植物の出現種を調
査したところ、イネ科カヤツリグサ科草本（Festuca

rubra, Koeleria sp., Elymus chinensis, Carex

図2

調査地域

duriuscula ）やマメ科草本（Medicago sp.）といった家
畜の飼料価値が高いと言われる種が出現した。その他に、牧民の間で家畜を太らせるのに良いと
されている双子葉類（Allium sp.など）も出現していた。さらに地上部の刈り取りを行った結果、植物
量は県中心部周辺の草地に比べ多かった。以上のことから、この近辺の草地は放牧にとって比較的
良い状態であることが推察された。
チョローン氏の夏営地周辺の植物出現種を1m×1mのコドラートを設置して調査した。その結果、
カヤツリグサ科のCarex duriusculaとイネ科のElymus chinensis が高い被度で出現していた。2種
とも家畜の嗜好性が高いことが知られている。地上部の刈り取りをおこなった結果、バイオマスは
35.6gでそのうち家畜の嗜好性が高いイネ科 類が27.8gを占めていた。同様に多くの夏営地が集中
する川沿いにある飛行場付近の植物出現種を調査したところ、Carex duriuscula は出現していたが、
その他のカヤツリグサ科イネ科草本はほとんど出現しなかった。バラ科のPotentilla acaulis の被度
が比較的高かったが、この種は草丈が2cm前後と低いため、特にウシには採食が難しい。バイオマ
スは29.8gでそのうちイネ科類は17.8gと、チョローン氏の夏営地周辺より少ない傾向を示した。以上
の結果から、チョローン氏の夏営地の草地は飛行場周辺に比べ、家畜嗜好性の高いイネ科カヤツリ
グサ科草本が多く出現し、比較的良い放牧地であることが推察された。
（柿沼 薫）
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3．遊牧の移動に関する研究結果
３-１ 「1000頭牧民」ミャグマル家のライフヒストリーと現状
本節では、本研究プロジェクトにおいてボガト郡在住のジョノン＝チョローン氏に次ぐ重要なイン
フォーマントであった、オルホン郡在住のミャグマル家の移動の現状およびライフヒストリーおよび彼
らの牧畜スタイルの現状について簡単にまとめたい。なお、ミャグマル家の主人はジャムスラン＝チョ
ローン氏（56歳）であるが、ボガト郡のジョノン＝チョローン氏と紛らわしいので、混乱を避けるため
に妻のミャグマル氏を家族関係の中心人物として記述を進めていきたい。
ミャグマル家はオルホン郡第3 バグに居住する牧民であり、モンゴル全土でも有数の家畜数を誇
る。2007年8月の時点で約2000頭の家畜を擁し、かつて「1000頭牧民」
（2003年）
、
「国家優秀牧
民」
（2006年）
、
「オルホン郡で最も多数の仔畜を生産した牧民」
（2006年）など、数々の表彰を受け
ている。
だが、彼らの牧民としてのキャリアは1991年から開始する。元々、ミャグマル氏はトゥブ県の出身
で、ボルガン県の気象台に勤務していた。当時はちょうど社会主義崩壊の時期と重なるが、気象台
長であったジョノン＝チョローン氏が牧畜気象のデータ収集（主として家畜の体重計測）のために彼ら
に牧民となることを勧めたのがきっかけであった。その後、彼ら自身の私有家畜が増加して現在に
至るが、ミャグマル氏はすでに年金が支給されているため、現在は同じホトアイルに居住する次男が
気象台の職員として後を継ぎ、気象台から委託されたウシの体重計測を継続している。なお、彼ら
が牧民となった当初の私有家畜数は、わずかにヒツジ・ヤギ60 〜 70頭、ウシ10頭、ウマ10頭ほど
であり、ウシに引かせた荷車で季節移動を行っていたという。現在、彼らは移動手段として日本製
の中古軽トラックを利用している。
一方、ミャグマル氏の夫は、地元オルホン郡の牧民の子供として生まれた。彼らが牧地としてオ
ルホン郡を選択したのは、ここが夫の出身地であったためである。なおこの牧地選択のロジックに
ついて、ジョノン＝チョローン氏によれば、牧民は自らの故郷から離れるべきではないという意識を
持っているという。ただし、ミャグマル氏の夫は7年生
（中学に相当）を卒業した後、ロシア北西部の
林業都市アルハンゲリスクの専門学校で林業について学び、その際に取得した自動車免許を活かし
て帰国後、軍隊の建設部門で運転手の仕事をしていた。つまり、ミャグマル家は牧民になる前、ボ
ルガン県の中心地で給与所得者としての生活をしていたのである。
彼らの四季の営地のうち、印象的な景観を呈しているのが春営地である。彼らの春営地は、か
つてロシアの軍学校の射撃場があった場所であり、当時使われていた建物１棟の廃墟から20mほど
しか離れていない場所にゲルと家畜囲いが設けられている。この軍学校は1959年から1988年まで存
在しており、南北25km、東西15kmの四角形のエリアを占有していた。現地はちょうど東・北・西の
3方向を丘に囲まれた盆地状の地形をなしており、この盆地が演習場として利用されていたものと推
測される。無論、当時はこのエリアで放牧する牧民は存在せず、ミャグマル家は牧民のいないこの
草原に目をつけて営地を構えたのである。さらに、彼らによればこの場所は、温和かつ水源にも近
いため春営地としての好条件を備えていたという。なお、ミャグマル氏の夫の両親や兄弟はオルホン
郡内の別の場所
（第1 バグ）
に居住しており、彼らは牧民となった当初より1世帯、1 ゲルで放牧を行っ
ていた。また、春営地より10kmほど北にある冬営地も、かつての射撃場のエリア内であったという。

162

図3

ミャグマル家の営地配置の概念図

なお、夏営地の場所は年や時期により異なり、春営地の北15kmほどの川（ビリーンゴル）沿い（図の
夏1）、もしくは北西30kmほどの湖（ウルミンノール）の近く（図の夏2）に営地を構え、秋には西方向、
冬用の牧草の刈り取りに適したオルホン川の本流近くまで移動するというが、基本的に彼らの移動
範囲は20km圏内であり、チョローン氏の評価によればミャグマル家も長距離移動は行っていない部
類であるという。ただしこの評価は、ボルガン県などの森林ステップ地域とは比較にならないほど
の長距離移動を行うゴビ地域（モンゴル国南部）などの牧民と比較した場合のものであると想像され、
たとえばチョローン氏の移動パターンと比較した場合、ミャグマル家はより遠くまで、より頻繁に移動
しているといえる。なお、夏営地・秋営地の選択基準は植生であるが、他の牧民世帯が営地を構え
て家畜の密度が高くなっている場所は避けるという
（図３）。
彼らは現在、春のカシミア採取の時期のみ臨時で人を雇っているが、平時は次男夫婦とともに牧
畜を行っている。なお、次男は2007年8月に結婚をして独立した世帯を構えたので、それまでは完
全に1世帯で牧畜を行っていた。現在、彼らのホトアイルを構成するゲルは3つで、ミャグマル夫妻の
ゲル、次男夫婦のゲル、そして倉庫用のゲル（イルーゲル）からなる。なお、ミャグマル家には他に
エルデネトの鉱山でダンプの運転手をしている長男、高校在学中の三男、すでに婚出した長女がい
るが、常時同居しているのは次男のみである。また彼らの飼養する家畜は全て在来種のため、穀物
などの濃厚飼料は不要であるという。冬用の干草は自ら刈り取るため、牧畜労働者にせよ飼料にせ
よ、彼らの家畜飼養頭数と比べた場合、非常に支出の少ないスタイルの牧畜を行っているといえる。
ミャグマル氏の夫は、
「草がよく、水がよく、よく働き、気象面などでの幸運に恵まれれば、1000
頭牧民になれる」と語っていた。なお、モンゴル語における「1000頭牧民」とは、単に1000頭の家畜
を所有しているというだけの意味ではなく、裕福な牧民、成功者というニュアンスを持っている。草
のよさという点では、確かにミャグマル家の牧地は恵まれていると考えられる。たとえば、ミャグマ
ル家の春営地の北、3kmほどの地点にはミャグマル氏の夫の甥が居住しているが、彼もまた「1000
頭牧民」であるという。そして、隣接して2世帯の1000頭牧民が存在しうるということは、第一に現
地の草生がよくないことには想起困難である。
また、ここで言う「草のよさ」は、牧民の密度の低さも一因であると考えられる。彼らの冬営地・
春営地に関する限り、近隣の居住者は1988年以降に移動してきた人々しか存在しない。彼らによれ
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ば、春営地から5 〜 10km離れた地点に10世帯ほどが居住しているとのことであったが、平坦で見
晴らしの良い彼らの春営地から望めた他人の営地は、上述の夫の甥のほかには1世帯ほどにすぎな
かった。
無論、この光景はモンゴルの「普通の」地方部においては珍しいほどのものではないが、たとえ
ばジョノン＝チョローン氏の営地のような、都市近郊に形成されている牧民集中地域と比較すれば、
圧倒的に低密度である。ミャグマル家の営地がある場所はボルガン県中心地から30kmほど離れて
おり、また幹線道路にも面していないため、畜産物の売却先としての都市空間へのアクセスは良い
とはいえない。
現に、ミャグマル家と同様のオルホン郡第3 バグに居住していた牧民の中で、都市空間から遠い
ことを理由として、ジョノン＝チョローン氏の営地付近へ移住した牧民の事例が存在する。この事
実は、ジョノン＝チョローン氏の営地周辺が、社会主義時代にはミャグマル家の使用している牧地と
同じく周縁的な牧地であったにも関わらず、現在は牧民が稠密に居住するに至っていることを勘案
すれば、ミャグマル家の営地近辺の人口密度の低さ、および牧民に対する移住の
「プル要因」の弱さ
を際立たせるであろう
（尾崎

2008）。

実際、ミャグマル家の営地周辺で牧民として生活を成り立たせるためには、ジョノン＝チョローン
氏の営地近辺で生活をするよりも、より多くの家畜が必要であると考えられる。というのも、牛乳や
馬乳酒というような、都市近郊でなければ商品化できない物品を販売できないがゆえに、現金収入
を家畜の生体とカシミアの売却に頼らざるを得ないためである。すなわち、ミャグマル家の牧畜戦
略においては、家畜密度の低さゆえに家畜頭数が増大可能であり、かつ都市空間から遠いゆえに
売却可能物品のバリエーションが少ないため生体売却などの収入源に依存する度合いが大きい、と
いう2つの要因により、より家畜頭数の増大にウエイトを置いているものと想像される。
無論、彼らの牧畜スタイルも、社会主義時代以来の季節移動パターンとは無縁である点や、決し
て長距離の季節移動を行っているとはいえない点で、スニースの指摘するいわゆる伝統的な、家畜
から得られる利益の最大化を志向するために長距離の季節移動を行うような「利益中心的モード」と
は一線を画する（Humphrey and Sneath 1999）。むしろ、現在のモンゴル国における牧畜社会の生
存戦略として、ジョノン＝チョローン氏に代表される、都市近郊に居住することで現金収入を最大化
させる志向とは異なる、家畜頭数の極大化によって収入を増加させるスタンスの牧畜の実践者として
ミャグマル家を解釈するほうが生産的であろう。
だが、ある時代を生きる牧民の生存戦略が単一の原理に収斂しないという点においては、現状も
モンゴル牧畜社会の伝統を継承しているといえる。単純に過去の「生業的モード」がジョノン＝チョ
ローン氏に、
「利益中心的モード」がミャグマル家にシフトしたわけではないにせよ、モンゴル牧畜社
会においてそもそも、何故に複数の生存戦略が並存するのか、という点については今なお十分に明
らかにされているとはいえない。この点については、今後早急に明らかにしていくべき課題であろう
と思われる。
（尾崎孝宏）
３-２

冬営地と夏営地の気象条件の違い

起伏に富む森林草原地帯では、丘の中腹、特に南向き斜面に冬営地を見かけることが多い。冬
営地はしばしば家畜用の柵が立てられているために、冬以外で人が居住していない時でもそれとわ
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かる。筆者は牧民が気温が逆転して発生する斜面温暖帯（放射冷却による冷気が谷底にたまり、斜
面中腹で谷底よりも温暖になる地域）を冬営地として利用している可能性があると考えた。森林草原
地域では「牧民は冬は暖かい南斜面の中腹に、夏は川沿いの平野にゲルを構える」という遊牧の経
験知もあると聞き、それを検証するためにチョローン氏の冬営地と夏営地において気象観測を実施
した。
調査地域は、モンゴル国北西部ボルガン県中部の森林草原地帯にある（図４）
。 観測点である
チョローン氏の冬営地は県庁所在地（48°49N, 103°31E, 1220m）から北西約15kmの丘の中腹に、
夏営地の代表地点としている飛行場は北西約7kmの谷底の川沿いにあり、標高はそれぞれ1375m
と1293mで、約80mの標高差がある。チョローン氏のゲルの移動は図5に模式的に断面図で示した。
チョローン氏の家畜であるヒツジ・ヤギ・ウシは、昼間は周辺の牧地で放牧されていたが、夜間はゲ
ルのある場所に戻った。ゲルのそばにいる時間帯と、通常最低温度を観測する時間帯は一致した。

図4 ボルガン北西部にある冬営地と夏営地の位置
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図5

チョローン氏のゲルの季節移動の概念図

図6 （上）冬営地と夏営地の気温差
（1時間値）の日最大値
（下）冬営地と夏営地の日最高気温と日最低気温

冬営地および夏営地（飛行場）でOnset社HOBOシリーズの測器を利用して、2008年8月23日から
2009年3月19日までの約7 ヶ月間、1時間ごとに気温と風向・風速を自記で測定した。気温は、地表
面から高さ2mで温湿度計（S-THA）
を用い、日除けのシェルタ
（M-RSA）をつけ自然通風で測定した。
モンゴル国の気象庁では気温の測定高度は2mなので、比較する際の便宜上2mの高度で測定した。
風向・風速は、高さ2m50cmで三杯型風向・風速計
（S-WCA）
を用いて測定した。
図6（上）は、夏営地と冬営地の1時間ごとの気温差の日最大値を示す。標高は冬営地の方が約
80m高いので、−0.52℃より高い値は２地点間で気温の逆転が起きていることを示す。厳冬期ほど
気温差が大きくなっている。図6（下）
は両地点の日最高気温と日最低気温である。2地点間では、日
最高気温の差は小さいのに対して、日最低気温の差が大きいのが目を引く。最低気温の差は気温
が下がる厳冬期に大きい。図7は、10月から2月までの両地点の気温の日変化の月平均値である。夜
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冬営地
（実線）と夏営地
（破線）の気温の日変化
（2008年10
月−2009年2月の各月の平均）

間の逆転が厳冬 期になるにしたがい顕著になる。両地点の気温は日没後から低下しはじめるが、
気温低下の程度は夏営地での方が大きい。両者の温度差は日中は小さく、夜間が大きく、とくに日
出直前の最低気温を記録する時間帯に最大となる。逆転は10月、11月、2月には日中に解消されるが、
12月と1月は日中でも逆転が解消されていない。
図8は、期間中の冬営地と夏営地の毎時の風速を示す。冬営地では秒速4mを超す風が吹く事例
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図8

冬営地
（濃）と夏営地
（淡）
の風速の時間値。2008年8月23日−2009年3月19日

風速

m
／
s

時刻

気温 ℃
時刻
図９
（a） 逆転の強い日の気温と風速の日変化
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図９
（b）（a）
と同じ、ただし逆転の弱い日

が夏営地よりも少なかった。冬営地は強い風をさけて卓越風向に対する山陰に設営されるという経
験知と一致する。一方、ほぼ無風になることは、夏営地での方が多く、期間中の1時間値のデータで
は、風速が秒速0.5m以下だった事例は、冬営地で49回に対し夏営地で276回となっている。この差
は特に冬から春にかけて顕著であった。つまり、冬営地では強い風が吹きにくい一方で、風が吹き
やむことが少ないことを示す。本解析からは原因は明らかにならないが、斜面上の冬営地では夏営
地に比べて冷気が溜まりにくいことに関係している可能性がある。
図6をみると夜間を中心に顕著な逆転がみられる日が多い一方、寒気の流入にともなう気温低下
が起きる数日間は、逆転がほとんど見られないことも目を引く。また、風の強い時に逆転になりにく
いという傾向もみられる。このように逆転の強い日と、殆どない日があるので、それぞれ10日間につ
いて合成図解析を行った。夜間（17時から午前10時）の気温差の積算値の大きい日を逆転の強い日、
小さい日を逆転の弱い日とみなして、11月から2月まででそれぞれ10日間選んで各種合成図を作成し
た。逆転の強い日として、2008年12月4、5、10、21、25、30、31日、2009年1月14、31日、2月3日
が選ばれ、 弱い日には、2008年11月6日、25日、12月2､7、9、20日、2009年1月21日、2月12、13、
18日が選ばれた。
逆転の強い日と弱い日それぞれ10日間の気温と風速の日変化を図9に示す。風速の日変化をみる
と、冬営地では常に2-3ｍ/sほどの風が吹いていて、逆転の強い日には、明け方にかけて風速が
徐々に強まり、日の出後にやむ。夏営地では逆転の強い時には風速が2ｍ/sをきるほど弱く、とくに
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図10 冬営地と夏営地の夜間の気温差の積算値と夏営地の最大瞬間風速の夜間平均値の散布図

a

b

図11 （a）
逆転の強い日の冬営地と夏営地の風配図
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（b）
（a）
と同じ、ただし逆転の弱い日

明け方にかけて弱まる。一方逆転の弱い日に夏営地の風速は2-4ｍ/sであり、とくに日中強まること
がわかる。
次に逆転の強さの指標である夜間の気温差の積算値と、両地点の夜間の風速と最大瞬間風速の
関係を調べた。気温差の夜間積算値と夏営地の最大瞬間風速の夜間平均値の散布図
（図10）をみる
と風速が3ｍ/s付近で逆転が最大になり、風速が増すにつれて弱まることがわかる。
図11は逆転層の強い日と弱い日の風配図である。逆転の強い日は、冬営地はほぼ南西の風が吹
いているがこれは、図4でみるとわかるように、細い谷筋に沿っている。夏営地ではほとんど常に北
西風が吹くが、これは大きな谷筋に沿っている。逆転の弱い日は、卓越風向は変わらないが、両地
点ともに風向にばらつきがみられる。
冬営地と夏営地の気温と風速の観測より、冬場には夏営地の設置場所の方が冬営地より低温で
強い風が吹きやすいことがわかった。また両地点での気温の逆転は風の弱い厳冬期の夜間に特に
強まり明け方に解消することや、冬営地では夜間つねに微風が吹き続けていることは、冬営地は斜
面温暖帯に、夏営地は斜面温暖帯より下部に設置されていることを示唆する。
今後は、さらに日射や湿度のデータや、気温と風速、気温と湿度の組み合わせについても解析し、
家畜にとっての気象環境とゲルの設営地の関係について明らかにしていきたい。
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