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ブ

タ

訪

を

ね

て

コンサルタント

1996 年の晩秋，私はカイロ 空港に降り立った。

調べるために ，

手荷物の中にはコーランが 入っていた。

津

その前の年から ，

の通読にかかっており ，

田

謙

二

旧約，新約聖書

この時点で九割方読み 終

目白 勺 @ま ?

わっていた。 と述べると感心なさる 方もがあ りか

愛されるブタ ，のレリーフをこの眼で見 ，確か

もしれないが ，要するに聖書の中のブタ，家畜に

めるため， であ る。

関する記述だけは 見逃すまいと 眼をこらして 活字

中近東， イスラム圏では フタ は徹底的に忌避さ
れている動物であ
頃 に建てられた

を追っていただけ ，なのである。

る。 そのまん中ともいえる ェジ

プト はカイロ近郊，サッカ

ラ

だが，聖書は1400 ぺージ以上もあ

にあ る紀元前 2250 年

カゲム 二神宮葬祭殿に

る。
1年 2 ；

月

を要して，怪我の 功名ならぬ ブタ の功名でこの 人

，仔ブタに

仕事を成し遂げる 寸前に片倉氏からのお 便りであ

人間が口移しで 餌を与えているレリーフを 見つけ

った。

た，是非見にいらっしやいとの 知らせを，筆者と

聖書の成果は

共に ブタ をライフワークとする 仲間，元駐エジプ
ト

InfoBox

ト。 人類の，

大使片倉 氏 より受け取ったのは ，その年の 7 月

?

あ ったといえるかもしれな

生きる 智 恵としての宗教，それにか

かわるタブ一についてのいくつかの

示唆を得られ

たからであ る。

だった。

このお便りには ，古代エジプトではブタ が神聖
な動物とみなされていた ，

あ の，人類に対してこの 上なく有用な ブタ が何

というかなりの 証拠が

故忌避されるに 至ったか， ほついてひとつの 仮説

あ る， としてこれまで 片倉氏 が調査した多くの 事

が形成されかかっていた。 聖書の中の言句から 見

例が図入りで 述べられており ，いやが上にも 筆者

て，ブタの忌避はモーゼ 以後のように 思い始めて

の好奇心を煽られる

いた。 モーゼが 60 万人の人を連れてエジプトを

結果となった。

早速，行く行くと 返事をし， どうせ行くなら

離

れて荒野をさすらう ，その不毛の荒野は木の実も

エ

ジプト古代の 遺跡を見て回り ，あわせて ブタ を思

草も水もなく ，大食で水浴びの好きなブタ を到底

適するイスラム 教の生まれた 風土をより深く 味わ

連れて歩ける 場所ではなかった。 しかしすでに

ためにと，持ち歩きに便利な 岩波文庫・井筒俊

ブタの美味であ ることを知り ，荒野の生活にとも

う

彦 訳によるコーラン ， 上 ， 中， 了 三冊を買い求め ，

読み始めたのであ

すればくじけそうな 人々は ， 何かといえば ェ ジ ブ。

トの生活を，フタのおいしかったことを 口にし

る。

もちろん， コーランの中に 出てくる フタ の記述

それがモーゼの 指導力にとって 負担になることが

はすべてチェックする。

あ ったのではないか

その証拠に，聖書ではっきり フタ を否定しはじ

実 を言 うと，フタと 宗教，特にタフ一について
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ブタを訪ねて

めたのはモーゼの 出現以後だから ，

というのが，

. に言われ，性的にも 卑しいもののように 見ら

つ

当時の筆者の 頭の中で組み 立てられた仮説だった

れている。 どうしてでしょうか。

のであ る。

」

ここで筆者，考え 考え返事をする。
「本来ブタは，ウシ等に上 べるとはるかに
ヒ

ここで話を十年ほど
タ，

清

前にもどして ，筆者と ブ

潔 好きの動物です。 汚いとみるのは ，人間がブ

そしてブタ仲間であ る片倉 氏 との出逢いに っ

タを 勝手に不潔な 場所に押し込んで 飼って い

いて述べておこ
フ.

る

ことの起こりは ，北海道は かスツ にあ る山寮
で，名分野にわたる

数日を共にし

与えるとちやんと 排泄場所を決め ，普段いる場

新聞・テレビと 縁を切ってのった

所は清潔にしています。

文

が，

それに性的な 面です

これは ブタ の本来の性質というより ，家畜

化サロンとも言うべき 集いでの会話がきっかけで

化の過程で人間が 繁殖力の強

あ った。

品種改良を繰り 返した結果，

ちなみにこの 葉ぃは， ヒノキ新薬 (株) の阿部

す 。 現にイノシシはそ

社長が，その豊かな人脈をもとに ，第一線で活躍

う

い ものを選抜して
と

私は見ていま

じゃないでしょう。

聞く外交官は 我が意を得たり ，

する政界人や 官界の名士，経営者，学者，
ジャー

と

」

大きくうな

ずく。 二人はさらに 続ける。
「このブタ の問題，人類との関わり，これは

ナリスト，銀行マン ，デザイナコ 技術者と い っ
た各分野の人が

ウシ は排泄

物 をどこにしても 平気，でもブタ は広 い場所を

人たちが毎年のように 集 い，

りと流れる時間に 身を任せ清談・ 清遊で過ごす

，つまり人間の側の責任ですよ。

夫人同伴で，肩の 力を抜き，立場，

畜産学，動物学，育種学ばかりでなく，人類の

肩書き，年齢を離れて， これまた仲間であ る音楽

歴史，民族学から宗教，食文化にまでからむ 大

家 たちの演奏を 聴き ， 遊び ， 語り合うという ， 世

変おもしろいテーマになり 得 ますね。

にも楽しく，かつぜいたくな 集いなのであ

」

「そうなんです。 われわれの日常生活の 中に

る。

昼食後のひととき ，本当は動物園の園長さんに

もブタ の姿の陶器の 蚊遣や貯金箱 などでず いぶ

なるのが夢だった ，

という外務省きってのアラブ

ん親しまれているではあ りませんか……。

通 …夫人がこれまた

高名なアラブ 学者…が，農業

こうして始まったフタ 論議はなんとも 楽しく，

」

関係に詳しい 化学技術者がいると 知って，筆者に

もう少し勉強しようじやあ りませんか，資料を 集

ちょっとした 問題提起をしたことに 始まる。

めましょう ，

「動物というか，家畜のブタ ですけど，あれ

と

話は進んでしまった。

とはいえ，お 互い仕事を持つ 多忙な 身，時間は

だけ人類に貢献していながら ，どうも正当に評

それなりにかかったが

価されているとは 思えないのです。 特にイスラ

て 資料は蓄積されていく。

ム社会では忌避，いや 嫌通 されている。 これは

氏を通じて日本全薬の 三村三 雄先生を知り ， 多く

いったい いかなる理由でしょうか。

の 資料と共に波

ィヒ学

技術者の筆者， ウーム，

と

・」

考え込む。

，それぞれの人脈をたどっ

筆者も ヤ エス産業の椿

岡蔵部先生まで紹介していただく

こととなって ， もう今更引くに 引けなくなってし

「それに何かといえば 汚いものの代名詞のよ
一

まったのであ る。
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たまに片倉さんと 逢うと，そうそう ，宮崎駿の
アニメ「紅の

豚」見た ?

出た陶片にはブタ 肉と 穀物の交換レートまで 記
録されて

いや，まだ。
あ の主人

い て，結構高価で取引されているんで

公， かっこいい フタ なんですよ，是非見ておかな

すよ。 それに，古代エジプト 王朝の頃

きや。 うん，すぐ見に行く。 といった会話になる。

形をした化粧用パレットや 装身具も発見されて

そのうち片倉 氏 ，大使として赴任のイラクで 戦争

いますしね。 ただ私の調べでは ，ブタがこの地

が起こり， 日本人人質救出でご 苦労なさったり ，

域で次第に忌避され 始めたのは，モーゼに 先立

次の任地のエジプトで 今でも フタ を飼っているこ

つ 2000 年も前の統一エジプトの

の ブタ の

始まりの頃 らし

とを調べだしたりで ，お互いど にも フタ から離

く，以後エジプトのブタ 産業の証拠は 消え失せ

れるわけには 行かなくなっていたのであ

ているんです…。

う

る。

とはいえ，古代エジプトの 神

話を調べてみても ，ブタに対する嫌悪現象の背
さて，話をエジプト ，カイロに戻そう。そのと
き私の手荷物にはコーランのほかに

愛すべき ブタ

"べ一ブ " のビデオも入っていた。

この年の夏に

公開され， ヒットした牧羊豚の 映画であ

景は複雑でひと 筋縄では行きそうにあ
ん。

る。 夜遅

りませ

」

ここで筆者のブタ 忌避はモーゼ 以後の現象とす

くなってホテルのロビ 一で逢った二人は 久しぶり

る仮説はもろくも 崩壊することになるが ，それよ

のブタ談義に 話がはずむ。

りも新しい事実のほうがおもしろく ，好奇心はま

「今日お持ちしたビデオの

"べ一ブ " ですけ

すますそそられる 一方であ

どね， この牧羊 豚，本当にいるんですよ。今年

ともあ れ，大使館のボディガードの

のはじめ，私が豪州に行って 着いたその晩，ホ
テルでテレビをつけたら

す 。 ついでに言いますとね

る。
見守る中で

の話は楽しく ，時間のたっのが 早かった。

次の

放映されているんで

日，古代農業博物館にご 一緒する。 家畜のミイラ

，今年のはじめ東京

等を展示している 一角にブタ の特別コーナーがあ

10 チヤンネルの "ペット %己そ 〒 " でもやはり牧羊

り，ディル・エル・メディー ナ で発掘された ブタ

豚が 放映されていることを

の頭蓋骨が飾ってあ

調べましてね ，

い

る。 この古代ブタの

顔面角は

や，事実は映画より 奇 なり， あ の健気な働きぶ

45 度近く現代の 欧米の ブタ とはかなり違って い

り，感心しましたよ。

る 。 ここにはさらに フタ の雄と 雌が交わっている

」

小さな石像もあ って，近代のこの 国の人々の フタ

今度は片倉さんが 言 う 。
「

いやあ ，当方の調べでもいる

きましてね，

観を垣間みる 思いであ

い ろわかって

カゲ ムニ 以外の宮殿，神殿にも

結

った。

さらに大使館公邸で 食事をしながら 話ははず

構いろいろな ブタ のレリーフがあ るんですよ。

む。 話題はブタ から離れるが ，動物好きの片倉大

明日ご案内する 古代農業博物館には ブタ (イ

使，公邸の庭にセ 両島， ウズラ ，

、ンシ ) の特別コーナーがあ

りますし

タミアの遺跡の 全動物の骨のうち 25%

/

北 メソポ

い，

が フタ の

ともほほえましく ，動物園長さんを思わせる。 別

骨 だったりしましてね。 それに，別の遺跡から
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木ロ木ロ鳥を 飼

一

よくなついて 大使の後をついて 歩くのがなん

にニワトリも 飼っていて，エジプトの 地鶏と欧米
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ブタを訪ねて

農と

判" しり

化骨

ト占
フの
ンタ
エフ

真
写

写真 2

エジプト古代農業博物慣
官 にて
フ。 タが交わっている土侯

頭蓋

写真 3

サッカラ カ ゲム二神宮 葬祭殿
口核で餌を与えているとしか見えない

の最新品種とかけ

合わせてどんな

フィラエ島のイシス神殿の石柱にあ る ブタ

ううむ ，そこまではねぇ ，でもこの人，多忙な

ヒナ が生まれる

か 楽しみだ，とおっしやる。

外交の仕事の 合間によくぞ ，いや，こうした
心の

筆者が，そういえば片倉さん，蒙古のラクタは
コブがふたつ，エジプトのはひとつ

余裕を持てる

，そのことが凄い ，と思った。

ところで，本命の

，で，その中

カゲム 二神殿のレリーフ ，サ千

間種を探し求めているとおっしやっていました

フタ の部分が小さくて ，片倉さんは見つけるのに

が，と問うと，それそれ，それなんです，遂に発

ご苦労なさったようだが

見しましてね ，カスピ海のほとりの…と

だった。 それにしても 今の現地の人は 全く興味を

詳しく 地

，それはどう 見ても ブタ

名を挙げたうえで ，そこに前のコフ が小さいひと

示さぬというより ，あえて無視している 感じなの

コブ半のラクダ，いるんです

であ る。

@

もちろん見に 行

ともあ れ筆者はうれしかった。 古代エジプトで

きました。 あ なたも是非見に 行ったらいいです

はブタ は愛されていたのだ。
一
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写真 6

カイロ近郊カリュービア県の都市ゴミ

(9,400 トン / 日 )
集積地の一画にて傭取 (片倉 氏調査)

写真 5

猛烈な臭気の 立ちこめる 生 ゴミ処理施設の

エドフ 木 ロス神殿
ど う 見ても ブタです

で ブタ がトタン板に

一角

囲われて飼われていたのだ。

イスラムの国，イスラム 教徒の見えぬ 所で飼い
このエジプトの 遺跡めぐりの 間，筆者は案内人

続けられた ブタ は， 他の種の血が 混じる機会もな

の説明は上の 空で，石像やレリーフの 中の ブタ の

かった放か，体毛の色はもとより 顔面角すなわち

姿を探し求めて 歩いた。 カバとおぼしきものもあ

鼻の突き出し 方も長く，近寄れはしなかったが

った。 ブタ を訪ねて何千里，壁画を

エジプトで古代に 飼われていた ブタ の特長を維持

普段と違っていた ，

見る 眼 つきが

，

しているようだったと 述べている。 こうしたトタ

とも言われた。

ン板の囲 いの 数からここで 飼われている ブタ は百
片倉氏は エジプト勤務を 終える前に，カイロの

数十頭にのぼると 思われ， さらに別のゴミ 集積

すぐ近く，カリュービア県に日量 9,400 トンとい

地， オールド・カイロの 一角およびナイル 河の西

われる都市ゴミの 集積地があ り，そこでフタ を飼

岸，モカッタム丘陵の谷底部分でも ブタ が飼われ

っているとの 情報を確認するために 訪れて，その

ているらしい

報告を送ってくださった。

用のためにも ブタ を飼養することがエジプトの 役

ここに住むサバリーンと 呼ばれるゴミ 収集人の
ほとんどは，先祖代々このなりわいを

引き継ぐコ

プト系キリスト 教徒で，片倉氏の訪ねたのはコプ

・

13@1998

と

見ておられる。 生 ゴミの有効利

に立つはず，そのような 形で援助ができぬもの
か，

との期待も述べられてあ

った。 これが片倉さ

んのエジプトでの 最後の (?) 仕事だった。

ト系尼僧院の 経営する社会福祉センタ 一であ る。
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