
耕す知恵はブタの贈り物？

　人類の営みの中で，まず他の動物との間の決定

的な差異は，火を使う知恵であったと思われる。

　その前提として２足歩行，つまり４本足のうち

の２本を手として使えるという機能の発現が考え

られるが，ここでは本筋を離れるので述べない。

　火の使用は，単に暖をとって寒さに対応する以

外に，野獣を寄せ付けない‥‥つまり安全性の確

保とともに，食の範囲の拡大を可能にした。

　加熱による非可食部分の可食化（柔らかくする

ことも含めて人類の消化機能への援助）の効果は

極めて大きい。あわせて加熱による殺菌や有害・

危険な寄生虫を殺すことは，古代人の意識にはな

いままに可食範囲の拡大をもたらす一方で，再加

熱による可食期間の延長・保存，さらには燻煙に

よる保存機能の付与などを人類に与えて行くので

ある。

　また，着火の用具を得る以前には，せっかく手

に入れた火の保存も，定住の一因となった可能性

もあるように思われる。

　しかしこの程度では人類の食糧の確保は未だ十

分とはいえず，食糧を追ってのその日暮らしの生

活から抜け出すことは不可能であった，と見る。

やはり，農業生産と野獣の家畜化による食糧の計

画的かつ安定的な確保あってこそ，人類の共同生

活，そして余暇‥‥つまり食と種族保存以外への

関心，知恵，知識や経験の交流の機会を得た。余

暇とは遊び，楽しみをも含めて，とにかく生きる

こと以外のために五感を働かせ，思考・思索し，

抽象的な概念を生み出し，高次元の意思疎通，情

報交換を行う機会をつくり出したのである。この

ことは身の安全にもつながることから人口は増大

し，文明の基礎が生まれたと考えてもよい。

　ところで人類は雑食性であり，それぞれの土地

で得られる動植物をフルに利用して食の対象にし

てきたが，こうした中で「農」の概念は比較的早

く芽生えたのではないかと思われる。

　すなわち，植物の実を食べるとき，不要の，ま

たは余った種子を土の上に放り出す。と，そこか

ら発芽し，成長し，同じ実をつける。食べた場所

が住居のそばであれば，同じ実が成る現象を目の

当たりにすることにより，種子・発芽・生育・結

実・成熟の一連の観察から，播種→収穫の因果関

係を知り，必要な植物の葉または果実，時には根

の部分を得るために，その種子を身近な場所に播

いて食物を得る知恵を身につけることは比較的容

易であったろう。この繰り返しの中で，邪魔な他

の植物の除去，さらには幼少時の段階すなわち苗

を移植するぐらいのことは行っていたかもしれな

い。

　要は，身近な場所に必要とする植物が存在し，

その成長を助ける手だてを考える，これが「農」

の出発点だったのであろう。

　だが，人に似て雑食性，いやそれ以上に食範囲
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の広いイノシシやブタが人間様の餌となる植物を

見逃すはずはなかった。それでなくても人間の食

べ残し，不要部分，果ては排泄物までを求めて人

家に出没していたから（家の字はまさしく屋根の

下に豕がいることを示す），彼らは害獣として畑

‥‥といえるかどうか‥‥を荒らしに来た可能性

は十二分にある。

　しかも他の動物よりも嗅覚のすぐれた穴掘り屋

である。せっかく生やした植物の地下部をもあ

さったついでにその周辺の地中の虫やミミズ，さ

らにはモグラや他の小動物まで見つけるというか

嗅ぎ出し掘り出しては食べる。こうした行為の結

果，土を砕いて植物の根に好適な条件をつくり出

したと見る。

　土を掘り返し，あわせて周辺をさぐって土を砕

く，この行為は土中に空気を送り込んで植物の根

の呼吸を助け，伸長を促す。通気性の良さは好気

性菌の活力を高め，これが土の中の有機物の分解

つまり腐敗を促進し，肥料化を助ける。こうした

総合的な効果の結果，その場所に生える植物の生

育は格段によくなることに古代人は気がついたの

ではないか。

　となると，イノシシやブタの荒らした跡地に意

識して種子を播く，さらに一歩進んで人間の手で

土を掘り返して砕き，かつ通気性を良くし，収穫

量を確実に高める手だてを得る。これは何とも大

きな発見であり，「農」の進歩であると言えよう。

ついでに言えば，この土掘り屋さんは，荒らしつ

いでに雑草の除去もしてくれた可能性もある。と

なると，イノシシ，ブタは単なる「農」つまり種

子を播いて収穫するだけの段階から，「耕す」とい

う概念，知恵を，そして増収に必要な土壌条件の

あり方を人類に教えてくれたのではあるまいか，

の仮説が成り立つのである。

掘るのが好きなブタ

　この「耕す」概念のもととも言えるイノシシそ

してブタの穴掘り屋としての習性は，多くの畜産

関係の文献に指摘されている。

　加茂儀一著「家畜文化史」（法政大学出版局）に

寄れば，

　「ブタはその鼻で土を掘り起こして植物の根を

求め，下生えを食う習癖がある。この習癖のため

ブタは木の実を食い，植物の根を食い荒らして森

の木を枯らしてしまうことがある。古代のギリシ

ア，ローマ，ゲルマン，ケルトの地方では，森を

切り開いて土地を開墾し，牧地にするためにブタ

をこのように利用していた。原始時代において

も，この方法で羊の牧場をつくったようである」

　「エジプトでは新王朝時代にはじめてブタの絵

が現れている（下図参照）。―中略―農耕のとき

は，ブタは蒔いた種子を地中に踏み入れるため用

いられた」

　と述べ，F・E・ゾイナー著，国分直一・木村伸

義訳「家畜の歴史」（法政大学出版局）にも，
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　「古代文明社会の国々においても（ブタは）広く

重宝がられていた。古代ギリシアとイタリアの牧

場地帯では，ブタの群は実に重要で有用な動物で

あった。とにかくもブタが土を掘り返す習性は，

ブタが頻出する森林の土壌に大きな影響を与え，

下生えを徐々に破壊してゆく。彼らはカシ，ブ

ナ，ハシバミの種子を食べ，植物を減少させ，若

木を根こそぎにする。やがて草は高い樹木の下の

茂みと取って代わるようになる。このようにして

ブタは放牧　　北ヨーロッパの青銅器時代にみら

れたように，ブタに引き継いでヒツジが登場して

いるから　　と農耕の面において，人間に代わっ

て下準備をしたのである。さらにさまざまな荒地

は，ブタが求める食物つまりドングリ，ブナの実

　　これらはよく知られている　　に限らず，野

生リンゴ，ベリー，ナメクジ，昆虫，もちろん菌

類も産する。ブタはハツカネズミ，ハタネズミ，

他の齧歯類の巣を掘り出すことも巧みだった。し

たがってブタ飼いは古代において大事にされてい

た」

　「蒔いた種子を地中に踏み込む特殊な作業にブ

タが利用されたのは古代エジプトにしか見られな

かった。新石器時代におけるヨーロッパの森林地

帯の征服に関連してブタが森林土壌に及ぼした間

接的影響は，あらゆる他の技術的利用よりもその

意義ははるかに深かった」

　と述べていて，土掘りついでに畑の害獣となり

そうな他の動物，昆虫類をも食べ尽くしてくれて

いる有様を述べているのが興味深い。

　エジプトで，ナイル川が洪水で大量の泥をデル

タ地帯に運んだあと農民達がブタを放って流され

てきた根や地虫，その他のものを掘り出してくれ

る様子は他の多くの文献にも出ている。土掘り屋

の習性は誰の眼にも明らかであったことがわか

る。またエジプトではさらにブタを使って種子を

土に踏み込ませる作業も行わせており，こうした

仕事のためのブタの借り賃までが書き残されてい

る。

　まさしく有用な家畜だったのである。

　この踏み込ませたことは確かだとしても文献に

よっては種子を食べさせぬため，ブタの口を紐で

しばったと記されているが，果たしてブタが小さ

な種子まで見つけてそれを口にしたのか，の疑問

が湧いてくる。もしかすると，せっかく蒔いた種

子の跡をさらにその細長い鼻先で掘り返したりせ

ぬための知恵であったのでは，とも思える。

　また他の文献では種子を踏み込ませる仕事はヒ

ツジに委せたであろう
� � �

と述べているが，この点に

ついても当時のエジプトにヒツジがいたのか，と

にかくブタは何でも片端から食べるから，といっ

た畜産学者の眼による解釈のように思えるのであ

る。また，土掘り屋を「耕す」の眼でなく，森林

の牧場化
� � �

のプロセスと捉えるのも同様な傾向によ

るものではないか。

　そして，筆者のこれまで眼にした農業関係の文

献にも，なぜか農耕と畜産の視点，関心の角度が

異なっているままに，イノシシやブタが「耕す」

概念のヒントを与えてくれた，との記述は見あた

らない。しかし，繰り返すようだが，人類は「耕

す」ことを知って，農業の生産性を格段に向上さ

せ，安定した食糧供給システムを手に入れたと

いってよい。特に肥料成分を多く含んだ大河の水

や泥が供給されるデルタ地帯の農業と違って，森

林文化ともいえる欧州の諸民族における森の開

墾，そして「耕す」知恵の獲得は貴重なものだっ

たに違いない。
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　その証拠？と言えるかどうかわからないが，欧

州では農業とブタとの深い関わりを思わせるいく

つかの信仰，民話が発生している。

　たとえば，ゲルマンの豊穣の神フレイルにとっ

てブタは神聖なものであり，天ではブタ，または

イノシシに乗っているし，その妹のフレイヤも雌

ブタのシュールを神聖視していた。

　農耕生活をしているゲルマン民族の民話・説話

にもブタはしばしば登場し，今でもブタは穀物の

精と考えられ，この精霊はブタの姿となって蒔か

れた種子を土の中に差し入れるとか，収穫の時に

は熟した穀物の中に再び出現するとか，芽生えた

穀物の葉や成熟している穂が風にそよぐ時，それ

はブタ，あるいはイノシシが作物の間を駆け抜け

たから，などと古くから言われている。

　収穫の時には，この精霊は最後の束にもぐり込

むとも信じられ，脱穀の時に，精霊はその束から

最後に刈り取ったり持ったりした人に乗り移ると

され，その人は植物の精霊や多産の精霊を運ぶも

のとして幸運のシンボルとされたと言う。

　さらにこれとは別に，種子まきの時までブタの

肋骨を集めて室内にぶら下げておき，耕作の後に

それを畑に埋める習慣もあった。

　こうした信仰，民話や説話は探せばまだまだ見

つかるのではないか。ともあれ農耕とブタの密接

な関係はブタを飼う習慣のなかったわれわれ日本

人の想像もつかぬほど深いものであるように思わ

れる。

　今ひとつ，この「耕す」という言葉，英語では

Cultivationである。そしてこの行為は農業生産を

格段に増大させ，食の安定確保，さらには余暇を

考え思索する時間を，人類に与えた。すなわち文

化の発生である。これこそが他の動物と人類を峻

別するものであろう。そしてこの文化 cultureの

語源？が cultivationであること，しかも農業を示

す Agricultureの中にも「耕す」意味が含まれてい

ることは何とも興味深い。

　本誌の前号掲載の“イノシシの家畜化とブタの

文化史”の中で，筆者の波岡茂郎先生がいみじく

も引用されている歴史学者Ｗ・Ｈ・マックニール

の言葉「人間の歴史における最初にして最も注目

すべき出来事は，農耕の発達と野生動物の家畜化

であった。これによって人口が増大し，文化の発

生の基礎が築かれた」の持つ意味は重い。そして，

その中の農耕と家畜化の双方に，われらがブタさ

んが関わっていることはやはり誇る？に足ること

と言って差し支えないであろう。

　現代生活におけるブタの現状，そして貢献もさ

ることながら，われわれ，やはりブタの歴史から

も多くを学ばなくては，と思うのである。

ブタがいない農業圏では・・・・

　ここで若干の脱線をお許しいただきたい。

　以上述べてきた筆者の仮説，すなわち「耕す」

の根源はブタに在り，の逆のほうから検証できぬ

ものかということから，ブタが存在しなかったア

メリカ大陸，特に南米の農業の歴史の調査にとり

かかったのである。

　その昔（もちろん大昔），ユーラシア大陸とアメ

リカ大陸が地続きだったころ，今のベーリング海

峡を通ってアジアの人間がアメリカ大陸に渡り，

南米にまで達したことは，南米の人達のお尻に蒙

古斑といわれる青いアザ（日本人にもある）があ

ることからも知られている。

　その一方で南米のリャマ，アルパカ，グアナコ

といった動物が逆コースでユーラシア大陸に渡
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り，蒙古やエジプトに見られるラクダになったと

されている。だのになぜ，イノシシやブタがアメ

リカに渡らなかったのか？　この謎もまた筆者の

想像力をいたく掻きたてるのであるが，それは脱

線が過ぎるので，ひとまず置くとしよう。

　こうした問題となると，やはり民族学の問題で

あろうと筆者はブタの共同研究者ともいうべき片

倉邦雄氏の紹介で，アンデスに詳しく幾度も

フィールド調査を行っておられる国立民族学博物

館の山本紀夫教授をお訪ねして，昔のアンデス農

業では土を「耕す」ことを行っていたかどうかに

ついて，お教えを乞うたのである。

　結果は，穀物はただ種子を蒔くだけで耕さな

かったが，世界のジャガイモの原産地である南米

のジャガイモ畑は chaqui taclla（chaquiは足，

tacllaは鋤の意味）なる名の鋤で土を掘り返した

あとに種イモを植えていた，とのことであった。

種イモである以上，種子よりもはるかに大きいか

ら埋め込まなくてはならぬ。そこで chaqui taclla

（現物も見せていただいた。木製だが足をひっか

けて深く押し込める構造になっている）で土を掘

り返していた。ブタやイノシシが存在しなくても

耕す知恵を身に付けていたのである。だが，この

道具を用いて耕すのはジャガイモに限られてい

る。つまり種イモを植え，収穫するのも地下部の

作物だからなのだ。

　だが，ジャガイモが南米から欧州に渡ったのは

当然アメリカ大陸発見以後であるから，その時に

はすでに欧州ではブタに教えられて「耕す」こと

を知っていた。となると南米と違って欧州では作

物全般に対し「耕す」ことを教えたのはブタであ

る，との仮説はそれなりに誤ってはいない，と言

えるのではないか。ただし「耕す」の起源はブタ
� �

だけではなかった
� � � � � � � �

ことが判明した，ということで

あろう。

　それにしても，南米にイノシシ，またはブタが

いたとしたら「耕す」知恵はもっと早くから得て

いたとも思えるが，その一方でジャガイモ畑の被

害は甚だしかったのではあるまいか，等と考えて

しまうのである。

　なお，この時あわせて調査したのであるが，

フィリピンなどでの原始的な焼畑農業を行ってい

る所では，今でもイモの栽培は耕さずに種イモを

埋めるだけで，耕すことは行われていない。高温

多雨により，土の有機物が多く，土が柔らかいの

でその必要はなかったのかもしれない。

　今回の執筆内容，読者の方々の実用とは離れて

いささか筆者の興味，趣味の範囲に偏り過ぎた感

がある。ともあれ，ブタを知ろうとすればするほ

ど，知的好奇心をゆさぶられるテーマが，問題提

起が，次々と現れてくるのである。

　畜産・動物学だけの視点のみでなく，民族学，

人類学，信仰やタブー，その他多くの分野にまた

がるブタの影響，存在の意義は汲めども尽きぬも

のがある，が今の筆者の実感なのである。　
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