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「土J一一ーその存在と多面的な役割(1 ) 
一一土の文化論一一

大橋欣治

日次

1. はじめに

2. r土」の誇滋・意味

3. r土Jの定義

4. r土jの持つ多面的役割

(l) 人は土から生まれ，土に帰(遼)る

( (2)以下次号以降に掲載)

1. はじめに

筆者は，かつて本誌に打水」…ーそれが持っている多面的な意味J(第215

(37巻 6号)， 1994) を発表し筆者なりの「水」の文化論に挑戦したこと

があった1)。この度は，人間や生物の生存にとって不可欠な「水」と不離一体

の関係にある「土」について， r土」の文化論に挑戦するものである2)。

r7J(Jは，私たちの生存には欠かせないかつ身近な物質であり，そして流れ

る水は躍動感にあふれ，絶えず循環，変化し革新的で，非常になじみ易い存

在である。一方， r土」は， r 7j(Jと同様に私たちの生存には欠かせない存在で

あるにも拘わらず， r土臭いJr泥臭いJr汚いJrooの土壌Jなどマイナスイ

メージが強い。また，土地は不動産ともいわれ，自定的で，保守的なイメージ

がつきまとう。

従って，前者のはりに関しては，芸能人から作家，科学技術者まで縮広い

分野の人々がエッセイや余話ーこぼれ話などを書いている。一方，後者の

「土Jに関しては，車接「土」や「大地Jを題材とした小説があったり，文明
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史に関連した書物はあったりするものの，エッセイや余話-こぼれ話などは少

ない。その典型が， r日本の名随筆シリーズj(作品社) 100編に，テーマとし

て「水Jは取り上げられているが， r土」は取り上げられていない。

そこで¥「水Jr土Jに関する科学技術書は，それぞれの専門家から沢山出さ

れており，それらは専門書に譲ることとし，冷や飯を食わされている感がある

「土Jについて，それにまつわる余話・こぼれ話などを語りながら， 1'1なりの

「土Jの文化論へのアプローチを試みるものである O なお，ここでは， r土jの

定義を余り狭く捉えず， r土Jに関連した「土壌Jr地(土地・大地)Jr岩石J

「泥」などもf随時に加え，幅広く取り上げる。

2， r土」の語源・意味

漢和辞典を見ると， r土J(ド・ト。っち)は，次のように定義されている O

①っち。どろO 土壌。②土地。大地。③平地。④耕作地。⑤地方。郷土。いな

か。⑥くに。国土。領土。⑦居所。住所。③土地の神 などである(諸橋轍次

他著『新漢和辞典j(改訂版)，大修館(1982))。また， r土」の会意について，

「三(上のーは地表，下のーは地中)と I(草木のもえ出る形)とを合わせて，

万物の発生する所(土地)を意味する O 一説に，ーは大地，十が草木の芽生

えJ(上記『新漢和辞典j)とある O

一方， r土jの字源について， r<象形〉土をまるめた地主神の形。これを社

干111とする。土は社の初文。[説文]に「地の物を吐出する者なり」とし，地中

よりものを生み出す形とするJ(白川静著『字統1平凡社(1994))とある。

また， rっち(土・地)Jの日本語の古語について， r大地・地上をいう O 地は

天に対していうことが多い。「ち」は「霊」の意。「つ」はあるいは「処Jのほ

音交替形であろう。「っち」は土一般をさすのではなく，その地中にひそむ霊

的なものをよぶ名であった。すなわち地霊をいう語であったと思われるJ(白

川静著 f字司111平凡社(1995))とある O

このように， r土」という言葉は，単に「土壌Jr土地・大地Jなどの普通名

詞を均すものではなく， i大地からものが萌え出ることを意味しており，そこ

には霊的なものが潜んで、いるJというような意味を持っている O また， r地」
には「神霊が降下するうねうねと続く大地」というような意味を持っている O

ところで， r tsuti (土)Jという言葉の英語は，①大地 motherearth，②土
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壌:earth， soi!，③地面:the ground， @泥土:mud，⑤粘土:c1ay， loan 

mold，である(増田網編『新和英辞典j(第4版)，研究社(1974))。このよ

うに，、arth" という言葉が飛び込んでくる。、arth" は，一般に「地球」と

いう意味で、あるが，それだけではなく「土，土壌，大地」という意味もある O

3. r土jの定義

1969年lこ，アメリカの「アポロ 11号」が月に着陸し，月の「土J(岩石)を

初めて採取してきた。また 日本の小惑星探査機れまやぶさ」がトラブル続き

の中を 7年かけて，世界初の太陽系の小惑星イトカワ(ピーナツ形，長さ

500m)の岩石の採取を試み， 2010年に帰還に成功し岩石の採取はできなか

ったものの，砂挨を採取することができた。この砂挨の分析によって太陽系

の起源、の19平明につながると期待されている。

月は， 461意年以上前にでき立ての地球に惑星が衝突した際に，地球の一部が

飛ぴ、散ったものが集合して，地球の衛星として誕生したと考えられている。し

かし丹の土(レゴリス:regolith) には， 7](，空気，粘土，有機物が含まれ

ていない。ただし月の主Is核の中には水が含まれている可能性は大きいといわ

れている。この親子の星でありながら，両者の表面に大きな差があるのは，地

球には空気や水が存在し，その作用によって水閣の出現，生命の誕生， tl直物の

出現，生物の上陸という道筋を経て，土 (soil=土壌)が形成されたことによ

っている。

この地球上の陸地において，農業を支えている有機物を大量に含む土壌の平

均の厚さは，約18cmといわれている。また， 1 cmの表土 (surfacesoil :地力

の高い表層の土壌)が形成されるまでには， 100~400年間を要し理想的に管

理された条件下の耕地でも20年は必要であるとされている。

このように見てくると，英語の“earth"が，土=地球であることの意味が

理解できるようである。土は単なる岩石や鉱物などの破片ではなく，それに空

気や水，さらには有機物が含まれて形成されていったものであり，地球にしか

存在しないものである。この土の存在によって 地球上に人類はじめ多くの生

物が生存できる基盤が形成されている O まさに「土は地球の宝物である」とい

える3)。

ところで，この f土」の定義について， 2つの見方があるといわれている。

水干IJ科学 010.322 2011 
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その一つは「土をどのような角度から見るかJ.もう一つは「地表のどの部分

を土と見るか」ということである O これらのことは，それぞれの専門分野の立

場から見方が違ってくる O その詳細については，それぞれの専門分野の科学技

術書に譲るとして，一通りの概論を述べておきたい。

土木工学の立場からは，岩盤上の全崩壊物を土といい，その厚さは時により

かなりのものになる O いわば地質，土質についての工学的なアプローチが主体

になる。(ただしここではこの分野には立ち入らない)

一方，農学の立場からは，地表面下の植物の生育に関係する環境箇を土ある

いは土壌という。これに対して，土はそれ自体独立した一個の自然物と見なけ

ればならないという博物的な考え方も提起されている。前者を農業土壌学

(eda phology) ，後者を基礎土壌学 (pedology) と呼ぶことがある O この両者

を包括して「土壌学」ということもある O

この土壌学の立場から， r地表のどの部分を土と見るかJということが問題

となる。 農業土壌学的見地に立つ人は，土を「作土(耕土)J (農耕地の最表層
こうう/， せひ

の土で、耕転されたり施肥されたりする層)と「心土J(作土の下につづく層で¥

一般には根の入る深さまでをいう)の 2層に分ける。これと視点を変えて，

「表土J(作土と同様に最表層の土で，気候の影響は勿論植物をはじめ土壌生物

の作用を強く受け，動植物の屍骸が分解してできた有機物を多量に含む層)と

「下回土J(その下にあって根の伸びる範囲をいう)に分けることもある。

基礎土壌学の立場をとる人は，土とは地表を覆う，岩石の風化物と動植物の

腐朽生成物の混合帯で，生物，母岩，気候，地形の相互作用によって作られ

たもので，土の領域はi新変的にその下の居に移行することが予想されることか

ら，推移帝を設けてこれを土の母材域としている4)。

いずれにしろ，両者の立場からも，土の下部の境界は判然、としない。しか

し共通的なことは，生物の影響の色浪くあらわれる領域がまさに「土Jとい

うことである。そしてF 土の表層の部分は無数の生物で満ち踊れ，土の姿は

時々刻々変化してやまない。このことを指して， r土は生きているJI土は呼吸

しているJと表現している。

この土の中には， 1!\~数の生物，微生物が生息している O 乾いた土(風乾土)

1 gには，細菌 11:<A:，糸状菌(カピ類)10万，藻類10万，原虫 1万一ーという

微生物が生息しているという。その中には，ワークスマン(l888~1973) が発

見したストレプトマイシン(結核に対する抗生物質)のような人間にとって有

水干IJ干F? ì'\ o.:)~2 2011 
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用な蕗もあれば，破傷風の原閣となる悪玉窟も存在している。土中の生物の代

表が「ミミズjである O 進化論で有名なダーウイン(1809~82) は， 40年間も

ミミズの研究を行い， rミミズの作用による栽培土壌の形成」という論文を発

表している。その中で，土壌形成に来たすミミズの働きを解明するとともに，

「ミミズこそ勤勉な耕作者jと呼んで、いる5)。

この貴重な土(ないし土壌)，中でも表土(ないし作土・耕土)の形成を促
ていこうほう

進させるために，人工的に鵡植土や堆肥を混入したり，務耕法と呼ばれる馬・
ひづめ

牛・羊などの動物の蹄(今日では空気穴を開ける機械)で土中に空気を送り込

んだりして，微生物の活動を活発化させることが行われている。

また，耕地の区画整理を行うのに当たって， r表土はぎjといって，まず表

土部分をはぎ取って，一時貯留し心土部分の区画を大きくしたり，整形した

りした上で¥表土を箆すことを行っている。開墾のように新たな耕地を造成す

る場合には， r火入れ」といって林地を焼き払い，その灰と現況の表土をはい

で，耕地基盤を造成しその上で¥灰や有機物・化学肥料を混合した表土を表

面に庚すことを行っている。さらに 砂丘地 震粘土地のように表土が薄い場
きやくと

合や下層土が泥炭層のように表土が形成されにくい場合などには， r客土jと

いう改良目的にあった土壌を運び入れ，耕地に散布するようなことも行われて

いる O

わが国では，最近はほとんど行われなくなったが，戦前までは各地の山村で

「焼畑農業」が行われていた。世界的な規模で見れば，今日でも焼畑農業は一

般的である。林地を焼き払い，無耕起無肥料で、作物栽培を数年行って， :!也力が

衰えると耕作を止め林地に戻す粗放的な農法である。

4. r土」の持つ多面的役割

f土J(土壌，大地など含む)の raisond冶tre(存在理由)とそれが持ってい

る多面的な役割を分析してみると，以下のような 5つに総括されるO

(j) 人は土から生まれ，土に帰(還)る

ユダヤ教・キリスト教の聖典であり，イスラム教の啓典である n日約聖書j

の時Ij世記jには，天地創造に続いて，人間の創造について，次のように語ら

れている o rヤハウェ神は 7日をかけて天と地を創造した。その 7日日の日を

水利科学 ?、10.322 2011 
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きょ

祝し，それを聖しとし休まれた。そして，天と地を造られた日. <地の土くれ

から人を造り>.彼の鼻に生命を吹き込まれた。そこで，人は生きた者となっ

た。ヤハウェネrtは，東の方のエデンに一つの闘を設け，彼の造った人(男，ア

ダム)をそこにおかれた。神は見て美わしく，食べるによいすべての果樹，さ

らに園の中央には生命の樹と善悪の樹を地から生えさせた。さらに，神は人の

助け手として，土からすべての家畜，野の獣，天の鳥を造った。しかし人に
あばらぼね

適わしい助け手は見つからなかった。そこで，神は人から肋骨を一つ取って，

その場所を肉でふさいだ。干rl1は人から取った肋骨を一人の女(エノ，¥)に造り上
ニうかつ

げたJ。ところが，女はj交拐-な蛇にそそのかされて. I禁断の実Jを食べてしま

い，夫にも与えてしまう O するとたちまち二人の眼が聞かれて，自分たちが裸
いちじく

であることが分かり，無花果樹の葉を綴り合わせて，前垂を作った。神はその

始終を知り，エデンの闘から二人を追放し，人は額に汗して土を耕|し，パンを

食らい，ついに土に帰ることを運命づけた6)。
ちり

このように，神はアダム(人間)をアダマ(土)の臨から造った。つまり，

人間は塵である O ラテン語でも，人間(JlOmo) は大地(Jmmus) に近い。そ

もそも，神々の高みに登ろうなどという!情慢心を抱かず，一生地べたの近く

で汗水たらし，倒jき終えたらまた大地の塵に帰るのが，人間性 (humanitas)

の立場なのである。一方，エパ(女)は「命(イノチ)Jであり. Iすべて命あ

るものの母J(大地母神)である 7)。

この n日約聖書・創枇記Jの原型は，古代パピロニアのシュメール文書にあ

るといわれている。シュメール語(棋形文字)で書かれた粘土板文書の中に，

天地創造，人間の創造，大洪水物語などが書かれている O これらの文書は.4

千 5百年前頃のものである O ただしシュメール文書は，全文が残されていな

かったり，複数の物語があったりしてその内容は少しず、つ違ったりしている O

ヵ、/レカhいきよ

その一つには，人間は，神々に代わって農業に重要なiWfisJE渠や運河の維持，さ

らには農作業の労働をさせ，子1/1々に奉仕させるために. I母村Iの11.且」から創ら

れたという O また，他の文書では，人間は「土」の中から萌え出てきたとして

いる O いずれにしろ，これらのシュメール文書が，ヘブライ人の『旧約聖書』

に大きな影響を与えたことは間違いない。なお 農耕牧畜業やil'ifiF，!E農業は，シ

ユメール人の根拠地であるメソポタミア地方(河に挟まれた地域の意)が発祥

の地であったといわれている8)。

ギリシャ神話，その代表であるへシオドス(前700頃)の日rt統記jでは，

水利科学 No.322 2011 
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まず原初に，カオス(混沌)が生じ，次に大地(ガイア)などが生じた。大地

は，天(ウラノス)，山々，海(ポントス)を生んだ。大地・ガイア(母)は，

天・ウラノス(夫)と添寝して次々に 18人の子を生んだ、とある。ここでは，

「天なる父，母なる大地」という図式が生まれている9)。

古代ギリシャをはじめ農耕社会では，大地の豊かさ(豊鏡性)と女性の多産

性を向ーにみる考え方が一般的であった。人類の生活史の中での役割分担は，

男は外に出て狩猟・採取し，農業と子育ては女性の仕事であった。このように

農業が職業化する以前は，主として女性が土を耕した。土を耕し，種を播き，

作物が伸びて行く様をするどく観察して丹念に育てる。土はこのように女性的

な役割を担わされていた。また，土は人間の生活に必要なものを生み出すとこ

ろであかその生むという母性の観念が，土，大地と強くつながっていた。こ

んなことから，耕:すという行為と生殖行為が同一読され， I母なる大地JI大地

時:神J(mother earth)が定着するのである O

古代インドにおけるバラモン教の聖典 fヴェーダj(4種に区分される)の

基本をなす r1)グ・ヴ、エーダ』には， I万物の父なる天，慈母なる大地Jとい

う観念が髄われている。この中で，擬人イじされた武勇神・英雄神が「インド

ラJ(帝釈天)であり，雷雨(水と光明)の神でもある。 f火の神・アグニJは

天と地の神の間の子であり 祭場の聖火や家庭の f炉の火jとして神霊視され

ている。 fアタルヴァ・ヴェーダJには， Iブーミ(大地)の歌jがあり，そこ

には，一切を包蔵し一切を載せて紙わない大地を讃えている 10)。古代インド

には，この fヴェーダjの他に，国民的 2大叙事詩 fマハーパーラタjrラー

マーヤナjなどがある。 fラーマーヤナjの物語では ラーマ王の妃・シータ

ーは，魔王ラーヴァナに投致され，現在のスリランカ国に幽陪される。ラーマ

王は猿神ハヌマーンの助けをかりで魔王を伺lし シーターを助け出す。しか

しシーターは，ラーマ主に純潔を疑われ?身の潔自を明かすべく火中に飛び

込むが，火神アグニによって無傷で、助けられるが，民の中では依然貞操を疑う

者があり，ラーマ王はシーターを川向こうの森に捨てさせる。そこで，シータ

ーはラーマ王との問にできた双生児を生む。再び王はシーターを呼び寄せて，

彼女自身が身の潔白を誓言するよう求めた。シーターは「わたしがここに真実

を語り，ラーマJ;!、外の男を知らないならば，大地の女神は私のために椀を開き

たまえjと誓言を唱えた。この誓言が終わるやいなや，大地の女神はシーター

を抱き，そのまま地中深く消えてしまった。その後 ラーマ王は天上に昇って
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あぜ

干111になった。そもそも，シーターは「田の畦Jの意であり，大地から生まれ，

最後は大地の女千111の腕の中に帰るのである 11)。この『ラーマーヤナ』の物語

は，インド文化の伝播とともにアジア各地に広がり，現在でもタイ，カンボジ

ア，インドネシアなどの寺院浮彫，影絵，舞踏劇などに残されている。
じよか

古代中国の神話の一つに『女嫡神話jがある O 女摘は，人面蛇身の女神で，

「黄土の泥をこねて， 自分の形に似せた小さな生き物を作り出し， <人〉と名付

けたJという O ここには 生命を育む豊能な「土Jのイメージから連想され

た，人類創造のネ111話がある 12)。一方，人面蛇身の男干111で、ある伏裁が，最初に人

間を生み出したという説もある。また 伏義と女嫡がそれぞれの蛇尾を絡み合

わせ，それぞれ天・地または男・女の象徴物である規・矩を交換しその開に

両者のtftlを両手で、握っている章子を挟んでいる文相:が描かれている石棺や絹布

が残されている。これは 両者が一体の産霊干111であることを物語っている。伏

設は，規(コンパス)を持ち，0，天・男を象徴し，女摘は，矩(さしがね)

を持ち，口-地・女を象徴している。なお，古代中国，それも黄河流域におけ
Jいじん

る伝承の時代に，三皇五帝の時代があった。三皇は，縫人氏(火を起こすこと

を教え，食物を煮たり焼いたりする料理法を教えたに伏義氏(家畜の飼育や

礼式を教えた)，祁li良氏(農業をはじめ商業や医薬を教えた)であり，太平の

111:であったといわれている。そして，初めて中障を統ーしたのが，黄帝であっ

た。この黄帝の「黄」は，黄土高原と関係があり，方位でいえばド1:1央，I地」
きょっ Lゅん

を意味している。その後，発・安l'・馬と帝位が受け継がれたが，いずれも血統

によらず，人態と有能さによって帝位が継承されたといわれているI:¥l。

この古代中国に， I土」にまつわる神話が残されている。司馬選(前145頃~

前86頃)の『史記jでは，民の父・脱は，大洪水が起きた時に，実1:に治水を命

じられたが失敗し息子の雨が治水に当たり成功し帝位についたとしてい
せんがいきょう

るI.j)。しかし rLLiHu: 経j では，鯨は祖父の黄 ~iJ:が隠し持っていた「息壌J

(怠二|二)を盗み出し， 下界に下ってばらまいた。息撲は無限に噌え続ける土で、

あり，大地に山や堤防が生じ 大洪水を紡いだ。 黄帝は息壌が盗まれたことに

気づき，係を捕えて殺させた。この協のIJ支から国が誕生し，父の志を受け継ぎ

治水に成功したとある 15) 。この土が~!1~限に増殖する「息撲」なるイメージは，

すべてを押し流し破壊し尽くす大いなる「水の力」に抗して，大地や!止界を形

成しようとする「二|二の力」である O この婦の仁白、壌」干111話は，後世に引き継が

れている O 春秋l時代，昔の公子重耳(前679?~前628) は，亡命の旅の途仁1:1，
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飢えて土地の農夫に食糧を求めたところ，農夫は土を入れた器を献上した。公

子は侮辱されたと怒ったが，臣下は fこれこそ天の賜物ですjといって受けさ

せた。器に盛られた土が無限に増殖し やがて大いなる領土を得ることになる

からである。やがて，重1平は普に帰国し，王に即位し覇者(普の文公)とな

った16)。

以上のようにユーラシア大陸における人間の誕生について述べてきた。これ

らに共通することは，人間は「土Jあるいは「泥土Jから造られたという物語

が多いことである。そして， r天なる父・地なる母jという概念の中で，大地

の豊能性と女性の多産性を一体化した「大地母神Jというイメージが出来上が

っていった。これに対して，ユーラシア大経の東の端の島国・日本における人

間誕生はどうなっているのであろうか。最古の書物である f古事記jにおいて

は，天地の創造を語る国生み・神生みの物語はあるものの，人間の始まりは明
あしはらなかっくに

解に語られていない。しかし 人間につながる存在のことは， r葦原中間にあ
うつ あおひとくさ いざなみのみニと

らゆる現しき青人草jと語られている。愛する妾・伊邪那美命を亡くした夫・
いざなぎのみこと よみ

伊邪那岐命は，一自会いたくて黄泉の国を訪ねる O しかし醜い姿を見られ
じゅじゆっ

た妻は夫を追うが，夫は呪争f.jを使って追跡の難を逃れた。最後に，妻は一日

千人の青人主主を殺すと宣言するのに対して，夫は一日千五百人を生ませるとい

った。ここには， r青人草Jと呼ばれる神のtIt界の人間は，自明のものとして

語られており，人間はより多く生まれ，より少なく死ぬという生き死の謂れが

語られている。これについて， rl日約聖書の世界では，絶対神のもとの「泥の

魂Jである O しかし古事記の世界では，八百万の神々のもとの青々とした

人関は「落と同じで生えて枯れ土に帰る」ものだという素朴な循環の観

念，アニミズムが， 日本人の思想の根源で、あるJという指摘がある li)。
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