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第第 号号刊刊行行にによよせせてて ――ココロロナナのの蔓蔓延延とと危危機機管管理理――

日本ことわざ文化学会理事 小森 英明

本学会では、今次大会（第 回）の開催と期を一にして、本誌を全会員対象に配布・郵

送する予定でしたが、コロナウィルスが依然として猛威をふるっており、結果的に本誌（

号）のみの刊行となりました。そして、このことだけでも、私たちはある種の僥倖を感じず

にはいられません。日に日に感染者数が増加する中で、よくこれだけの論集が編まれたもの

だ、と私（小森）などはあらためて感心いたします。会員の皆様、洵に有難うございます。

さて、現下の状況で、そのキーワードとなるのが‘危機管理’です。この言葉は使い古さ

れた感がありますが、今年（ ）のコロナウィルスの蔓延で、私達が再び注目しなければ

ならない言葉の一つともなりました。

これは、個々人に胚胎した‘危機感’が自ずと‘危機管理’まで昇華されると考えがちで

すが、それ以前に両者の間には‘危機意識’が介在して、成員間の納得に裏付けられた上で、

その共有が十全に図られる必要があります。管見では、この中間項たる‘危機意識’の有無

こそが社会の成熟度をはかる尺度でもあり、その創出には、日頃からいかに生産的な議論を

積み重ねるかにかかっています。そして、ともすれば‘危機感’の陥りがちな独善性と‘危

機管理’に伴う画一性から適切に距離を取る上でも、‘危機意識’の介在は肝要となります。

しかし、いくらこうしたプロセスが踏襲されるべきだと主張しても、それを実行する肝心

の成員なるものが情緒的に成熟していなければなりません。この意味でも、小さな子供など

は先ず無理という仕儀になります。対象の無い漠然とした不安感と、‘危機管理’の礎とな

る明確な‘危機意識’とは、明らかにその本来的な性質が異なってくるからです。

さらに、我々は、虚心に過去の歴史から「危機とは何か？」を、日頃、学んでおく必要が

あります。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」とは、ビスマルク（ ～ ）の言

葉だそうですが、それでなくても、緊急事態においては、もはや自らの経験に照らし合わせ

て問題をじっくりと考える時間と心理的な余裕そのものが無くなることが自明だからです。

これらを総合すれば、「日頃から、情緒的に成熟した人々が集って、危機に因んだ歴史を

学びつつ、‘危機意識’を育む営みこそが、現実の危機が到来した際の‘危機管理’を健全

かつ柔軟に行うことへと着実に連なる」…、少し地味で遠回りのような気もしますが、実は、

こうしたことの積み重ねが、案外、その近道（捷径）となるのかもしれません。

ことわざでは、＜急がば回れ＞＜君子危うきに近寄らず＞＜転ばぬ先の杖＞＜備えあれ

ば憂いなし＞＜二度あることは三度ある＞＜歴史は繰り返す＞といったあたりが、差し詰

め、そのことに該当するのでしょうか？

ところで、こうしたことわざも‘危機管理’以上に使い古された感が、正直、否めません。

しかし、その奥行きや意義を日々新たに、そして豊かに拡げるのは、ひとえに私たちの今日

的かつ全人格的な在り方・学び方に深く関わっていることも、（僭越ながら）また事実のよ

うであります。

巻頭言に際して、このことをつけ加えた上で、筆を擱くことにいたします。有難うござい

ました。

【日本ことわざ文化学会】同人誌『コトワザあらかると４号』
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第第 章章 ウウイイルルススがが警警鐘鐘をを鳴鳴ららししてていいるる

――感感染染症症対対策策期期間間中中ののオオンンラライインンゼゼミミかからら――

浅賀 宏昭

ははじじめめにに

都内の大学は、 年度春学期のほとんどの授業をオンラインでの実施に変更しました。

私の勤務先の明治大学も例外ではなく、まさに「青天の霹靂」で戸惑いました。しかし、未

曾有の事態となりましたので、記録を残すべきだと考えました。そこで、私はゼミの学生に

この社会の様子を、ことわざを使って少しでも記しておこうと呼びかけました。

本稿は、ゼミ生とともに創ったことわざをベースに、既存のことわざも引用しつつ、この

カ月余りの社会の激動の有り様を横目で見ながら、私が綴ったエッセイです１。

新新たたなな敵敵ととのの戦戦いいのの始始ままりり……「「噂噂ををすすれればばココロロナナ」」

年 月、中国の武漢市の保健機関により原因不明の肺炎患者が初めて報告されまし

た。これが人類と新たな敵との長い戦いの始まりとされています。 年 月 日には日

本でも患者が発生し、 月 日には がパンデミックを宣言しました。

その敵の名は新型コロナウイルス（ ）２。コロナとは冠のことで、電子顕微鏡で

観察したときの特徴から付けられました。これによる感染症が とされました３。

横浜港に停泊したクルーズ船のダイヤモンド・プリンセス号乗客の集団感染が、 月

日以降に続々と判明しました。当時、この病原体は接触と飛沫などで感染して肺炎を引き

起こす他は、わからないことばかりなので「噂をすればコロナ」でした。ただし、この噂

は口承よりも、ラインやメールなどで急速に拡散する特徴を持っていました。

これは戦争だと言う人もいました４。被害者が続出し、 月 日には七都府県対象に緊急

事態宣言が出ましたから、言い得ていると思いました。しかし、自らを守る方法には原始的

なものしかないので誰もが不安になりました。「マスクに手洗い」、アルコール消毒、こまめ

な換気、ソーシャルディスタンス、三密回避（「三密は感染症のもと」、「向かいの席より並

びの席」）、大声禁止などの方法しかなかったからです。

籠籠城城でで勝勝ててるる戦戦いい……「「ママススククははししててみみよよ 人人かかららはは離離れれててみみよよ」」

考えてみれば、この 敵
ウイルス

には向かわないのが一番。外出せずにステイホームしていれば安

全で「家に居るが勝ち」です。「自粛を続けて終息を待つ」姿勢を貫くだけで勝てるのです。

しかしこれは短期決戦ではありません。それこそ「家の中に三年」籠っていられればと思

いますが、在宅でテレワークなどをしても、何日かに一度は用足しに出ないと困るでしょう。

その外出の際はマスクをつけることが暗黙のルールになっていきました。「裸で道中はな

らぬ」と言いますが、この事態では「裸顔で道中はならぬ」と言うべきでしょうか。また、

「親しき仲にもディスタンス」ですから、知人に遇ってもあまり近寄らずに「挨拶より会釈」

で、声を出さずに済ますことが多くなりました。
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ママススククのの効効果果……「「ママススククはは人人ののたためめななららずず」」

以前からマスクについてはさまざまな意見、憶測、そして誤解がありました。病原体はと

ても小さいからです。例えば、直径で言えば、細菌は μ （ペスト菌）から μ （大腸菌）

ぐらいですが、ウイルスは μ 程度（新型コロナウイルス）しかありません。ところが、

マスクの孔はこの 倍も大きいのです。ウイルスがサッカーボールなら、マスクの孔はサ

ッカーフィールドぐらいもあります。だから「かわいい子にはマスクをさせよ」を合言葉に

しても、マスクではその子への感染はほとんど防げません。ただし、マスクをする意義は確

かにあります。感染している人がマスクをすれば、飛沫が ・ 割も減るからです。飛沫は

主に水分から成り、直径 μ ほどもあるから引っかかるのでしょう。このように、周囲の

人への感染確率はマスクをつけることで確実に下げられるのです。

某政治家はマスクしないで頑張るなどと発言５しましたが、これは「百害あって一利なし」。

「病は気から」のとおり、免疫力は気の持ちようで変わりますが、感染症に関しては、その

ような考えに頼らず、社会全体でマスク着用を徹底するなどの予防努力をすべきでしょう。

日本の国内では、暖かくなってもマスクなしでの外出は許されない雰囲気が徐々に濃く

なっていきました。マスクを買う人も増え、その不足を憂えた政府が、税金を使って布製マ

スク（アベノマスク）を配ることになりました。それなら「マスクは寝て待て」だと思って

いたら、届いたマスクは小さめでした…。「大は小を兼ねる」と言いますが、この場合は「逆

もまた真なり」ではありません。あれは眼帯に使うと言ってのける人もいました。

マスクが小さいと「口隠して鼻隠さず」となりがちで、効果は低くなります。だから利用

されなかったのでしょうか。あのマスクをしている人を見かけませんでした。いや 人だけ

いらっしゃった。安倍首相です。あのマスクをつけている姿は、 の首相だけでしか見ま

せんでしたから印象に残りました。「安倍の口にマスク」などと揶揄する人もいました。

結局のところ、「マスクは人のためならず」ではないでしょうか。直接には周囲の人に感

染させないためですが、それが回りまわって、自分の感染予防や社会経済を支える力につな

がっていくと、そう考えるのが一番だと思われます。

日日本本でではは自自粛粛要要請請……「「天天はは自自粛粛すするる者者をを助助くく」」

マスクに関連して妙な現象も起こりました。俗に自粛警察とかコロナ自警団などと呼ば

れる人たちが出現したのです。正義感に燃えるその人たちは、マスクをせずに外出している

人を見つけると、大声で注意します。しかし、ロックダウンしている国でなら、こういう行

為の正当性はありますが、日本では自粛要請です。マスクを付けないことを含めて自粛をし

ないことは、法律違反では無く犯罪ではありません。公衆の面前でいきなり罵倒されたら

「売り言葉に買い言葉」。実際に怒鳴り返している場面に、私は何度も遭遇しました。

新型コロナウイルスに関しては、感染していても無症状の場合があります。しかもそのよ

うな人からも、ウイルスを含む飛沫が出て感染するリスクがあると判明しました。それなら

「人はウイルスの器」と見るべきでしょう。マスクをしている人としていない人の言い合い

なら、している人の方が感染リスクは高くなります。マスクをしていない人に声を上げて注

意することは、自らのリスクを上げることにつながってしまうのです。「指摘は災いの元」

で、「自粛警察は社会のためならず」です。この現象は「沈黙は金」や「言わぬが花」など

の言葉に新しい解釈をつけ加えられるかも知れません。
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要は「天は自粛する者を助く」と考え、不要不急の外出を避け、マイペースですべきこと

を粛々としていくのが良いのでしょう。

身身をを守守るるフフェェイイススシシーールルドド……「「かかわわいいいい子子ににははフフェェイイススシシーールルドド」」

春先の都内では、フェイスシールドをして応対している店員を見かけました。フェイスシ

ールドの利点は、飛沫が顔面に付着したり、目に入ったりすることが防げるので、している

人の感染リスクを下げられることにあります。「かわいい子にはフェイスシールドをさせよ」

と言うべきかもしれません。残念なことに、都内では ・ 月になるとフェイスシールドを

した店員は減ってしまいました。付けると暑いのでと言っていましたから、「夏は日向を行

け、冬は木陰を行け」という言葉を教えてあげればよかったと少し後悔しました。

ややははりり出出たたデデママ……「「ココロロナナのの行行列列」」

災害が起こるとデマが発生しがちです。私は「災害時にデマ」と言って注意喚起していま

すが、このコロナ禍でもデマが社会問題を引き起こしました。マスクのほかにトイレットペ

ーパーなどがドラッグストアなどから見かけなくなったのです。「デマから出た品薄」です。

ドラッグストアの開店前に並ぶ「コロナの行列」も見ました。この現象は 年代のオ

イルショックでの買占め問題を彷彿とさせました。コミュニケーションツールがこれほど

までに発達しても、似た現象が起こるリスクがあると実証されたと言えるでしょう。

死死因因をを訊訊けけなないい……「「ウウイイルルスス憎憎んんでで患患者者をを憎憎ままずず」」

新型コロナウイルス感染症は、「疑心暗鬼を生ず」です。この感染症の厄介な点は、症状

が出ないことの他に、出たとしても確定診断が困難なことにもあります。検出感度の高い

検査を実施してその結果を確認しないと診断しにくいということです

実は、 月から 月に、私の知人が 人も亡くなりました。このうち対面できたのは、膵

臓がんで亡くなった同級生（ご遺体）とご遺族の方々とだけ。他の 人については、亡くな

られたことを偶然に知ったという経緯もあり、遺族の方にお悔やみを申し上げましたが、死

因を訊ねることは憚られたので、わからずじまいでした。「見ざる聞かざる言わざる」とも

言いますし、ひょっとすると 検査を受けていなかったかも知れないなどと考えて、私は

黙っていました。すると懸念していたことが的中してしまいました。その 人とも、新型コ

ロナウイルス感染症による肺炎で亡くなったという噂が立ったのです。「火の無いところに

煙は立たない」はずですが、感染症の場合はどうでしょう。「ウイルス憎んで患者を憎まず」

と言いたいですが、病原体が拡がっている状況では、「逃げるが勝ち」です。「疑わしきは感

染者」という考えが受け容れられ、広まりやすいのかと邪推してしまいました。

ＰＰＣＣＲＲ検検査査結結果果のの活活用用……「「症症状状よよりり検検査査」」

この感染症の 検査については、諸外国と比べて日本ではあまり多く実施されていま

せん。「症状より検査」で確定診断して欲しいと言いたいですが、どうやら専門家の一部の

方々が感度を気にしているとのこと。この感度とは、病気の人のうち陽性と正しく判定され

る人の割合です。 検査では、病原体遺伝子を増幅して検出しますが、体内に病原体が少

ないと、検体を採取したときに入っていないことがあり、その場合は陰性になります。この
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偽陰性の割合が約 ％程度とされていますから、感度は約 ％です。ですから 検査の

結果が陰性であっても、未感染の証明にはならないということで、懸念があるようです。

しかし、そもそも原理的には、未感染の証明は 回の検査では困難です。一般論として

も、無いことの証明は「悪魔の証明」に属するとまで言われることがあります。この感染症

対策においては、現実を踏まえて、この約 ％という感度を添えて、 検査を活用してい

くべきだと、私は主張しています。

第第二二波波、、第第三三波波にに備備ええよようう……「「一一波波去去っっててままたた一一波波」」

感染者数の増減をグラフにすると波に見えます。（本稿執筆中の） 月は第二波のなかに

いるところかも知れません。「一波去ってまた一波」です。新型コロナウイルス遺伝子（約

万塩基の ）は、 週間に 塩基の割合で変異しますから、時が経てば毒性の低いウイ

ルスが残ると推測されています。ただし「昨日の敵は今日の友」と言えるほど早く変わりま

せんから、幾つかの波の間は「辛抱は金」と思ってすべきことをするしかありません。

こう考えてみるとやはり「感染前のワクチン」が渇望されますが、未だ「新型コロナにワ

クチン無し」の状態です。「戦を見て矢を矧
は

ぐ」のは愚かですが、人類は「病原体見てワク

チンつくる」段階から攻勢に出ることは歴史が証明しています。世界中でワクチンの開発が

進んでいますが、完成までにはあと半年以上もかかるといいます。そんな中、ロシアが（臨

床試験のフェーズ を省略して）ワクチンを承認したとのニュースが聞こえてきました。他

国からは安全性に疑問があるという「負け犬の遠吠え」のように聞こえてしまう批判が多い

ですが、「背に腹はかえられぬ」状況ですから「ものは考えよう」です。医薬品は国ごとの

承認が原則ですから、ロシアの人たちが先に試してくれると考えては叱られるでしょうか。

おおわわりりにに……「「ウウイイルルススはは小小粒粒ででもも世世界界をを変変ええるる」」

このところ災害が多いと感じています。「災害は忘れぬうちにやってくる」と覚悟すべき

かもしれません。東京五輪も延期になりました。「コロナあれば五輪なし」です。ウイルス

からすれば国も経済も関係ありません。「ウイルスは国境知らず」で、「感染症に貴賎なし」

なのです。この問題が日本で終息しても、スポーツの祭典は開催できないでしょう。世界中

の人が感染症から防御されていることが五輪開催の必要条件と考えるべきです。これは、実

は持続可能な国際目標＝ の「誰一人取り残さない」世界の実現と方向性が同じです。

私たちは新しい生活様式を創り実践することを余儀なくされました。新型コロナウイル

スは、人類にこの地球全体の状態を改善しろと警鐘を鳴らしているのだと思います。

１ 本文中、ことわざは「」で括り、そのうち今回創作したことわざを斜字で表記した。
２ から。
３ は 、 は 、 は 疾患）、 は 年から。
４ 州のクオモ知事は 月 日の記者会見で“ ”と述べ、日本では「これ

は戦争だ」と訳されて報道された。
５ 森元首相は 月 日に行われた東京オリンピック・パラリンピックの日本選手団のス

ポーツウエア発表会で「マスクをしないで最後まで頑張ろうと思っている」と発言し

た。
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第第 章章 目目かからら鼻鼻へへ抜抜けけるる

「「愛愛媛媛かからら徳徳島島へへ」」「「雪雪国国へへ」」、、トトンンネネルル抜抜けけたた歩歩きき旅旅

  
蟻川 剛  

 
目から鼻へ抜けるというのは、利口で抜目のないことのたとえです。目と鼻は離れて見

えますが、見えない所で短い距離でつながっています。涙がたくさん出ると、一部が鼻か

ら出てきます。 
目から鼻へ、見えない通り道を抜けてあっという間に別の所から出てくるというのは、

旅で言えばトンネルです。旅路がトンネルに突き当たることがあります。トンネルを避け

るとたいへんな遠回りになったり、峠越えをしなければならなかったりするとき、思い切

ってトンネルを抜ける道を選びます。しかし、トンネルの中では、車が近寄ってきても逃

げ場はありません。トンネルによっては、自転車や歩行者のために一段高い通路がついて

いるものもありますが、多くは壁から 1m 位の幅をとって白線が引かれているだけで、中

にはそれすらもなく、排水路の蓋の上を歩くこともあります。トンネルに入ると緊張して、

出口を目指して休むことなく一気に歩き切ります。八鬼山（三重）、大杉（高知）、佐敷（熊

本）などの 2000m 級のトンネルでは、抜けるのに数十分かかります。壁面に表示された

出口までの距離に励まされて、足を速めます。トンネル内では、車の音が大きく響いて迫

ってきます。無事に通り過ぎていくことを祈ります。中には、トンネル内の歩行者に気づ

いて速度をゆるめたり、中央に寄ったりしてくれる親切な運転手さんもいます。 
そして、トンネルの出口へとび出した時の安堵感は、何とも言えません。一挙に旅程を

縮める事ができた喜びが湧いてくるとともに、そこに現れた土地を見て、別の新しい世界

へやって来たと言う気分になります。これから、とくに印象に残っているトンネルを抜け

た歩き旅を紹介します。 
1、愛媛から徳島へ 
「しまなみ海道」を歩いて四国へ渡り、松山に寄った後、瀬戸内海沿いの道をたどって

香川県の坂出までやって来た時のことです。これから高松、徳島に向かう前に、高知を目

指すルートを考えました。自分の目標は全国の都府県庁へ歩いていくことです。（北海道と

沖縄を除く）高知へ鉄道沿いの道を選んで、土讃線をたどって行くのが順当です。途中に、

善通寺や琴平という名所もあります。しかし、そのあとは、阿波池田まで、地形図を並べ

てみると山越えの道となり、一日で踏破するのはたいへんそうですし、あまり魅力的では

ありませんでした。 
そこで思い出したのは、小学生の時に日本地図を見た時の印象でした。紀伊半島から四

国へ、そして九州へと続いている割れ目のような中央構造線の地形です。四国では、吉野

川がまっすぐのびて、その先は香川県を切り取るようにして、瀬戸内海沿岸の四国中央市

に抜けています。そこで、四国の県境を考えてもらいたいのですが、香川、愛媛、高知、

徳島の四県が、ぐるりと海岸線を形づくっていますが、中心部はどのように接しているの

でしょうか。一点に集中するということはなく、愛媛と徳島が県境を接していて、香川と

高知は接していません。ただ、愛媛と徳島を直接つなぐ鉄道はなく、高松を起点とした鉄

道が、三県にのびているだけです。しかし地図をよく見ると、道路が愛媛と徳島をつない



12

【日本ことわざ文化学会】同人誌『コトワザあらかると４号』

でいました。詳しく言うと、国道 192 号線が四国中央市（愛媛）から三好市（徳島）へ通

じています。県境にトンネルがありますが、大きな起伏もなく短距離で瀬戸内海沿岸から

一気に土讃線の通っている内陸部へ出られることがわかりました。 
2013 年 3 月 16 日、丸亀のホテルから早朝の川之江駅に到着して、歩き旅をスタートさ

せました。製紙工場のそばを通って、町の中心部を抜けて、金生川沿いの山に挟まれた地

域に進んでいきました。山の斜面を見上げると、高知自動車道が見え、道が山間に入るに

つれて、家並がまばらになり、集落の間隔も開いてきました。途中で四阿を見かけました

がそれはお遍路さんの休憩所です。四国の各地で、様々なかたちのお遍路さんに関わるも

のに出会います。突然、後ろからあいさつの声をかけられました。振り向くと白装束のお

遍路さんで、たちまち追い抜かれて後ろ姿になり、国道を外れて山道へ入って行きました。

さすがに健脚です。歩いているのは徳島へ向かう道で霊場巡りの道ではありませんが、交

差しているのでお遍路さんに出会う機会はありますが、いっしょに歩いては行きません。 
更に人家が少なくなり周りの森林も深くなってきました。国道なので道はしっかりとし

ていて、自動車も時々通っています。再び声を掛けられました。今度は若い人で遍路の姿

ではなく、背中にはほら貝を背負っていました。ふと思いついて、「剣山へ行くんですか」

と聞くと、「雲辺寺へ行きます。しゅうけんです」と答え、質問が返ってきました。「どち

らまで」「できれば大歩危まで行けたら」「そちらの方でしたか」。しゅうけんとは、宗教研

究会の事かなと思っているうちに、その若い人も国道から山道に入り、林の中の道を上っ

て行って消えてしまいました。 
だんだん人家も見られなくなり、森林に囲まれてうす暗くなってきて、もう誰にも会い

そうにありません。一本のはっきりした道が別れていきました。地図によれば旧道で、峠

を越える道です。その道が曲がってきて頭上に近づいてきたその下に。トンネルが黒い口

を開けていました。トンネルの名前は、「境目トンネル」といいました。正に県の境目にあ

るのですから、これ以上ふさわしい名前はありません。各地で「境川」という名の川に出

会いましたが、境目川という川はまだです。境目と言ってしまったらあまり情緒がないな、

と思いましたが、地図によるとあの旧道が越える峠の名前が境目峠でした。そこからトン

ネルの名前が付いたのなら仕方ありません。 
トンネルには、数分に 1台くらい自動車が出入りをしていますが、自転車や人が通って

いる気配はありません。しかし、周りを深い森林に囲まれてしまっていては、トンネルに

入るしかありません。うす暗い照明のトンネルの中では、時折通ってくれる車の明かりが

ありがたいものでした。そして、途中の壁に県境の表示板がありました。一方は愛媛県を

一方は徳島県を矢印が指し、中央に地下の県境を示す直線がありました。地下で県境を越

えましたが、周りを見ても誰一人いませんでした。関門国道トンネルの人道を通った時に

も、山口、福岡両県の境を示す表示がありました。その人道は照明がとても明るく、自転

車と歩行者しか通れないやや幅の狭いものでしたが、まるで都会の地下街のようでした。

ただ広告が一切なく、白く輝く地下道がまっすぐ 700m 余り続いています。その海底の県

境の表示板の前では、次々とグループで、あるいは一人で、にぎやかに記念写真のポーズ

をとっていました。一方、この境目トンネルでは時たま何事もなく自動車が通り過ぎるだ

けで、前を見ても後ろを見ても、うす暗いトンネルの中には人や自転車の姿はありません。

記念のために、一人で県境の表示板の写真を撮りました。 
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いよいよ、徳島県側に出ました。愛媛県側に良く似た地形ですが、まだ午前中なのに山

の東側に出たので、空も周囲の林も、その時の気分のようにとても明るく見えました。道

が下り坂になってはかどり、林業の作業場や集落に出会うのに、それほど時間はかかりま

せんでした。途中で、中央構造線云々という案内板が見えました。近くに露頭でも有るよ

うですが、先を急いでいるので通過しました。この付近で吉野川が 90 度方向を変えたの

は、南から北へ流れてきて、中央構造線の讃岐山脈にぶつかって、東へ流れの向きを変え

たのです。 
歩いて来た細い谷が急に開けると、自動車の喧騒がどんどん近づいてきて、道路が交差

する所では、次々と多くの自動車が走っています。吉野川にかかる池田大橋の近くに来る

と、標識の行先が高知、徳島、高松というように、四国の各地を指していました。さらに、

目を上げるとはるか高い所には、吉野川をまたいで架けられた、徳島自動車道の「池田へ

そっ湖大橋」が見えます。緑の山を背景にして、その橋の上を次々と大小の自動車が走っ

ているのを見ることができました。トンネルを抜けて出てきた所は、四国のへそでした。 
この地域は、三好市池田町白地（はくち・白地温泉や白地小学校があります）といいま

す。司馬遼太郎は「街道をゆく（32）」の中で、この土地が兵法でいうところの四通八達

の交通の要衝の地の「衢地（くち）」にあたるとして、この「白地」という地名の由来を読

み解いています。行き交う自動車の数、高所を渡ってく自動車道、そして鉄道や川。東西

南北に通じる道が交差するこの土地が、古来より四国の中心にあって交通の要衝であった

にちがいありません。 
この日の歩き旅は、吉野川に沿って南下し、祖谷口で祖谷の深い谷を思い、小歩危大歩

危の白い岩の渓谷美と遊覧船を眼下にして、大歩危駅に着きました。次の駅は土佐岩原駅

なので、高知県はもう目の前になりました。 
2、雪国へ 
東京から新潟へは、上越線や新幹線で谷川岳の下をくぐり抜けて行けばいいのですが、

歩き旅では谷川岳はもちろん、その近くの清水峠さえ越えることはとてもできないと諦め

ていました。しかし、そのあと上毛高原駅から猿ヶ京までバスが運行されていることを知

りました。猿ヶ京からは、三国峠のトンネルを抜ければ、その日のうちに越後湯沢駅まで

行けそうでした。東京から日帰りする計画を練り、上越線をたどって沼田の先の後閑から

猿ヶ京へと歩を進めておきました。 
2017 年 9 月 1 日、上毛高原駅からバスで猿ヶ京へ向かいました。温泉街を過ぎ、更に

奥にある郵便局に隣接したバスの終着の停車場に着いたのは、朝の８時半すぎでした。猿

ヶ京の名は、「去るが凶」という上杉謙信の言葉に由来します。近くの人工湖のほとりには、

謙信が残したという、「逆さ桜」もあります。三国峠は、幾度も関東へ兵を出した謙信にと

って、縁の深い所です。その三国峠を通るのは国道１７号線で、関東と新潟を結ぶ主要な

道路ですが、近年は関越自動車道が利用されて、車の影はは少なくなっています。 
歩き始めた国道は、旧道より高い所を通っているので、家並はすぐに途切れました。そ

れでも、永井宿の集落の近くを通った時には、旧街道の面影を感じました。その後、人家

が途絶えて展望が開けてきました。尾根を回り込むと、深い谷とその向こうの濃い緑にお

おわれた山を見渡すことができ、高度を上げながら次第に山の奥へと進んでいるのがわか
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りました。最奥の法師温泉から上がって来た山道と交差した後は、もう一本道を進むしか

ありませんでした。 
沢と尾根を過ぎる時の道のカーブが小刻みになり、前方の稜線が低く見えるようになっ

てきて、峠が近づいてきた予感がしました。すると、前方の山肌にポッカリと三国峠トン

ネルの黒い入口が見えました。多くはありませんが、自動車が出入りしていました。近づ

いてみると、造りはしっかりとしているものの、少しくたびれているような外観でした。

全長 1218m という表示に目をやって、トンネルに入って行きました。端に寄って歩きま

したが、車の通行量が少なく安全でした。 
トンネルを抜けた新潟県側は、明るい林の中で、小川が近くを流れていました。しばら

く木漏れ日の中に湿った道を歩いて行くと、前方の木々の間にマンションのような建物が

目に入りました。建物の前に行くと、「苗場クリスタル」という看板があり、大きくて新し

い建物ですが、大きな窓には人影が見えず、ガランとしていました。これがトンネルを抜

けてから初めて出会った建物で、スキーリゾートのはじまりでした。まもなく道の両側が

ゆるい斜面になり、そこに建物が点在していました。広くなってきた道に面して、少しず

つ間隔をあけて店が並んでいて、看板を見るとホテルや食堂、商店ですが、ほとんど入口

を閉じていました。広い道路を少数の地元の人が歩いていて、西部劇の町のような感じで

した。でも、冬ともなれば雪におおわれた白い道は自動車でいっぱいになり、店の前を色

とりどりのウェアにスキーをかついだたくさんの人が歩いていて、都会の繁華街のような

にぎわいになるだろうと、広く見える道を下りつつ冬の景色を想像していました。  
町を通り抜けると、その先に開けてきたのが広大なスキー場でした。河原ごしに見える

斜面には、十数本のリフトが掛かっていて止まっていました。一本の大きなロープウェー

だけが動いていました。麓には、横に長々とのびた巨大なホテルが、周囲を圧倒していま

した。雪はありませんが、駐車場の車とロープウェーの間を往き来している人達が見えま

した。苗場スキー場は、越後湯沢からさらに山の奥深くに開発されました。しかし、見方

を変えれば、トンネルを抜けて来た三国峠の目と鼻の先にあるとも言えます。 
スキー場の前を通って、国道 17 号線には、宿場の名残の集落が続いていて、昔から三

国峠を越える街道だったということがわかります。幾度も三国峠を越えるためにこの道を

通った上杉謙信が、この開発された苗場あたりのスキーリゾートを見たら、どんなことを

思うのでしょうか。 
東京へ戻るためには、苗場のある清津川水系から、越後湯沢のある魚野川水系へ、もう

ひとつ峠を越えなければなりませんでした。短いトンネルを抜けてようやく峠を越えて下

り坂を行くと、再び高層ビルのホテルに迎えられました。そのホテルの足元にある駐車場

をまわり込むと、やがて大小の温泉宿が建ち並ぶ越後湯沢の市街地に入って駅に着きまし

た。東京へ帰る新幹線は、あっという間に県境のトンネルを抜け、上毛高原駅を過ぎて行

きました。 
 
＜旅の句＞ 
夏空に宿場の大樹三国道（みくにみち） 
夏の日のスキーリゾート広き道 ＜2017.9.1＞ 
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1 
 

第第３３章章 ココロロナナ関関連連報報道道ととここととわわざざ

古後 靖弘

今回の新型コロナウイルス感染症関連事象を新聞（朝日新聞・大阪版）は、社会に向けて

どう伝えているのか、ことわざを通じて時系列に再現してみました。使用されたことわざは

誰もが知っているものも多く、判りやすく世間に伝える役割を果たしています。氷氷山山のの一一角角、、

対対岸岸のの火火事事、、焼焼けけ石石にに水水等常用ことわざが何度も出てきます。

◆２０２０年１月、正月早々は、日産のゴーン元会長がレバノンに不法出国していたこと

が寝寝耳耳にに水水な出来事として報じられました。新型コロナウイルス感染症を思わせる最初の

報道は、２３日付社会面で、中国は武漢封鎖を強行し、大規模な移動制限をして、そこで暮

らす住民に甚大な犠牲を強いる。習指導部にとって両両刃刃のの剣剣だ、と報じています。

◆２月になっても日本の国会は、桜を見る会の追及で終始しています。５日付総合面で、

武漢医療体制が崩壊し、新型肺炎患者を専門に受け入れる病院を突貫工事で建設し病床１

千、病床１．６千の２棟が完成する予定であるが、それすらも焼焼けけ石石にに水水と言う現状である、

と報じています。その間日本の国会は、公文書管理の破棄、森友問題、桜を見る会等でトトカカ

ゲゲののししっっぽぽ切切りりと言う記事が躍っています。やっと２０日付で「コロナ対策本部は全閣僚で

構成されて２月１日以降開催されてきたが、１６日の１０回目の会合に小泉、萩生田、森の

三閣僚が政務官を代理出席させていた。緊張感が足りないと野党に追及され、言言語語道道断断、閣

僚として覚悟がなさすぎる、と自民党幹部が指摘した」とあります。２１日付コラム・安心

新聞で、神里達博千葉大学教授が「私達は不安を禁じ得ないが、彼彼をを知知りり己己をを知知れればば百百戦戦危危

ううかかららずず、の基本に立ち帰り大局的に考えてみたい。テレワークが注目を集めている。禍禍をを

転転じじてて福福ととななれればいいのだが。難局は理性的に乗り切りたい」と投稿しています。２６日付

で野村証券は、新型感染症はアジア一角の対対岸岸のの火火事事であったが、影響は切実だ、と米国株

が下落すると分析しています。２８日に突然伝わってきたのが、安倍首相が３月２日から春

休みまで小中学校に休校を要請した事です。学校現場は寝寝耳耳にに水水とか青青天天のの霹霹靂靂との困惑

した声が出ました。そして２９日付総合面では、北海道の６６名の感染者数は氷氷山山のの一一角角で、

今後も増えていくと感染学の専門家が語り、一面トップでは、休校要請は首相の独断で前前代代

未未聞聞の見切り発車と報じたのです。

◆３月になって、３日付社説で、大規模イベントの自粛を呼びかけた当日に首相補佐官が

政治資金パーティーを開いたことに注意だけでは如何なものか、まず隗隗よよりり始始めめよよである

と苦言を呈しています。６日付天声人語では、テレワークと言う在宅勤務の利害得失は、一一

筋筋縄縄ででははいいかかなないい、、この経験がウイルス禍の置き土産となるだろうか、と述べています。６
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日付コラム・耕論で、磯田道史さんは、与謝野晶子の『感冒の床から』と言う文章で「盗盗人人

をを見見てて縄縄をを綯綯ううというような日本人の便宜主義がこういう場合にも目につきます」という

１００年前の後手に回った対応の批判を紹介しています。１０日付、経済諮問会議で首相が

フリーランスへの給付を決めたことに厚労省は前前代代未未聞聞の対応だと漏らす。１２日付で、春

の選抜甲子園の夢を掴んだ選手の心情を考えると正に断断腸腸のの思思いいと大会会長が語っていま

す。１７日付のコラム・経済気象台では、大事なことわざを紹介しています。「災災いい転転じじてて

福福ととななすすと言う、ことわざがある。新型コロナウイルスの感染が世界に広まった現在もはや

残された道は、ことわざの確かさを証明しようと、どれだけ私達が自覚できるかどうかにか

かっている。」１８日付コラム・オピニオンは、緊急事態宣言について専門家メンバーの岡

部信彦さんが「宣言は伝伝家家のの宝宝刀刀であってそう簡単に抜くようなものではありません」と語

る。１９日付（夕刊）素粒子は、国こぞっての財政支出や金融緩和も経済が収縮して焼焼けけ石石

にに水水。２４日付社説では、地球の各地で中止に追い込まれた無数のイベントの主催者の苦悩

に改めて思いを致す、「苦渋の決断」「断断腸腸のの思思いい」」そんな言葉を何度聞いただろうと。２６

日付の社説では、五輪一年延期の決定について、コロナ収束が大前提にあり、延期を含めた

検討との方針が打ち出されてから、わずか二日後に電電光光石石火火の決定がなされたことを疑問

視しています。２７日付コラム「投資・透視」の中で、株の暴落にフランスの大統領が、我々

はウイルスとの戦争状態にあると強調したが、パリに長年暮らす女性が「外出禁止令はまさ

に寝寝耳耳にに水水だった」と語っています。

◆４月に入り、５日付天声人語は、「感染症で恐怖にかられ、一斉に浮き足立つ今、地に

足の着いたアリジゴクの営みを眺めていると一時の不安が和らぐ。年年年年歳歳歳歳アアリリジジゴゴクク相相

似似たたりり、、歳歳歳歳年年年年人人同同じじかかららずず、、とも言うべきか」と案じています。９日付と１０日付のか

たえくぼは、「マスク二枚で一一石石二二鳥鳥」「医医者者のの○○○○、昔養生今謹慎」といいます。１１日付

社説では、都の休業要請について、お金がないから休業要請できず結果として感染が広がり、

市民の生命健康が脅かされるとしたら本本末末転転倒倒も甚だしいと論じています。１４日付新型

コロナ特集で、ニューヨーク在住の日本男性医師が「死が頭をよぎった。日本も対対岸岸のの火火事事

ではない。自分は大丈夫と思わないでほしい」と語っています。１７日付社会面で緊急事態

宣言が全国に拡大されることになったが、危機感の共有は理解できるが朝朝令令暮暮改改と言う疑

問もあると報じています。同日付のコラム・安心新聞では、クルーズ船への日本政府対応へ

の評価を当時の欧米の人々は、少なくともこの病気を対対岸岸のの火火事事とみなしていたと考えら

れる、としています。同日付夕刊で、今日がだめでも明日があると商売してきたが、このコ

ロナウイルスは一一寸寸先先がが闇闇だと店を閉じる衣料店を紹介。１８日付で現金給付金が１０万

円になったことに、立憲民主党は朝朝令令暮暮改改だ、共産党は寝寝耳耳にに水水だと批判しています。同日

付で野村総合研究所は、１０万円給付は、経済効果には焼焼けけ石石にに水水で、財政赤字拡大を踏ま

えるとメリットは小さいと手厳しい。２７日付社説は、在宅勤務や時差出勤がコロナ対策で

見えてきたところがある。災災いい転転じじてて福福ととななすすと言うには重すぎると論じています。
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◆５月になるとコロナ関連でことわざの使用頻度が一段と上がっています。１日付社会

面、経済面の報道に「焼け石に水」が三度出てきます。１人１０万円は何時届くのか、支給

自体は賛成だが焼焼けけ石石にに水水。中小向け２００万円給付は従業員が多い所には焼焼けけ石石にに水水。家

賃補助、学生支援交付金について自民党閣僚経験者から一回のみでは焼焼けけ石石にに水水。２日付社

説では、コロナ感染防止と災害時の人命救助とを両立できるように転転ばばぬぬ先先のの杖杖で計画す

ることが大事だと述べています。５日付の社説でも、緊急事態延長に絡んで長丁場を想定し

て戦略を描け、考えたくない事態も想定して転転ばばぬぬ先先のの杖杖で手を打つことを訴えています。

６日付一面コロナ特集記事では、安倍首相が４日の記者会見で「宣言をさらに１か月続ける

ことを判断したことは断断腸腸のの思思いい」と語ったとしています。８日付社会面で、姫路市の主婦

が「宣言を解除すれば今までの苦労が水水のの泡泡ににななるる。でも我慢する」との声を紹介。９日付

コラムでエコノミストの水野和夫が、コロナ出口論で、グローバル資本主義に戻ろうとする

のは愚愚のの骨骨頂頂であると論じています。１４日付神戸のすし屋の男性がインターネットで口

座を確認したが未入金「がっかり。焼焼けけ石石にに水水とはいえ大事な給付金が未だ入っていない」

と嘆く。１８日付一面で、厚労省は１４日現在コロナ禍での解雇雇止めされたのは各地の労

働局聞き取りで７４２８名だが、これは氷氷山山のの一一角角と報じています。２０日付のコラム・多

事奏論で、参議院で国立感染症研究所の弱体化が議題になり、専門性の高い研究員達を増や

すのは一一朝朝一一夕夕にはいかないと指摘しています。２２日付コラム・安心新聞では、自然災害、

特に地震が心配。コロナの流行が続く複合災害に関係機関の具体案を求め、弱弱りり目目ににたたたたりり

目目にも用心が必要と論じています。２６日付首相は「２度目の補正予算は事業規模で２００

兆円。ＧＤＰの四割を超える空空前前絶絶後後の規模となった」と語りました。同日の天声人語は、

医療費を削るために人材育成や設備が過度に抑えられてこなかったか、喉喉元元過過ぎぎれればば熱熱ささ

忘忘れれるるに似た所がほかの国にもあるが、日本の医者の数が主要７か国で最少であることの

危機を指摘しています。同日のコラム・経済気象台で、マスク配布は素直に中止せよ、過過ちち

ててはは改改めめるるにに憚憚るるここととななかかれれ、と愚策の強行を批判しています。２９日の社説では、二次補

正予算について、治療薬やワクチンがない中での経済活動の本格化は試試行行錯錯誤誤にならざる

を得ないと同情的です。 
 
◆６月になるとアメリカのコロナ感染者数はうなぎ上りで、長年の人種差別に関連づけ

られる風潮が出てきました。２日付の天声人語は、差別と言うウイルスはコロナより感染力

が強い。決してわが国でも対対岸岸のの火火事事ではないと指摘しています。５日付の天声人語ではコ

ロナ自粛が星空観察に好条件だったことから、厳戒態勢を解くと元元のの木木阿阿弥弥ににななるるのが人

間の営みだとしています。１８日付社説は、政治が国会から逃げているとコロナによる限界

を指摘する。未知との闘いに試試行行錯錯誤誤は免れないが政権の対応は国民には後手後手に映っ

たと手厳しい。２１日の天声人語は、徳川時代の関所を象徴する言葉が、入入りり鉄鉄砲砲にに出出女女で

ある。コロナ自粛と言う関所がなくなったが心の中には自分なりの小さな関所があると言
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う奥の深い話。２３日付総合面で、元厚労相の田村議員は「（滞っているＰＣＲ検査につい

て）１０年前対対岸岸のの火火事事と思わずやっておかねばならなかったが、財政的にも行革からも余

裕がなかった」と後悔しています。２８日付一面で札幌第一ホテルが６８年間の幕を閉じた

と報じています。５月に申請した中小企業向け持続化給付金は２００万円。もはや焼焼けけ石石にに

水水。とても持続できないと言うわけです。

◆７月になるとコロナ関連記事でのことわざの使用は減少しています。３日付の社会面

で東京の感染者が三桁の１０７名となり、大阪の松井市長が「東京と大阪は相互にどんどん

往来している。対対岸岸のの火火事事ではない」と語っています。「朝日川柳」に経済も命命ああっっててのの物物

種種。９日付コラム・けいざい＋は、コロナ禍で沈むレナウンは氷氷山山のの一一角角である。レナウン

と共に御三家と言われた三陽商会、オンワード樫山も厳しく服が売れないと報じます。１４

日付の「かたえくぼ」で、初のマスク姿、口口はは災災いいのの元元と心得たり・トランプ大統領、と皮

肉っています。１８日付一面で観光支援策「ＧＯ ＴＯトラベル」事業は、国内旅行の費用

を一部補助するもので総額１兆３５００億円が投じられるが赤羽国交相は記者会見で東京

を対象外にすることについて断断腸腸のの思思いいと述べています。２１日付の素粒子は、朝朝令令暮暮改改・・

１０万円も・「ＧＯＴＯ」も。２２日付のコラム・多事奏論では、コロナ禍の目覚めとして、

国民は安倍首相の堂々と色々と嘘をつく「嘘嘘もも方方便便」に、してやられていると嘆く。２７日

付オピニオン・記者解説では、危機管理は誰のためにあるのか、政府のコロナ対策が朝朝令令暮暮

改改に終始しているのは世論ばかりを意識してとのことだと指摘しています。

◆８月前半の新聞報道は、戦後７５年という節目に当たるため、原爆投下、敗戦に纏わる

記事が多く、コロナ感染者数は増加し続けていますが、コロナ関連記事は少なくなり、経済

指標の悪化から先々を懸念する記事が大幅に増えています。

ことわざ収集と言う観点で１月以降を振り返ってみると、ことわざは、いつも我々の身近

にあると言う事でした。そしてことわざを使用する人は政治家、学者、コラム執筆者、一般

庶民など多岐にわたっていることも判りました。ことわざは、社会に起こる様々な議論を分

かりやすく相手に伝える力があると感じています。今回新聞記事となったことわざ上位は、

焼焼けけ石石にに水水、、対対岸岸のの火火事事、、断断腸腸のの思思いい、、朝朝令令暮暮改改、、寝寝耳耳にに水水、、氷氷山山のの一一角角、、禍禍転転じじてて福福ととなな

すす、、でした。政治経済社会の動きの中でのコロナ騒動を象徴しているようです。

新型コロナウイルス感染症の終息にはワクチンと治療薬が行きわたるまで時間がかかる

でしょう。禍転じて福となすと言うことわざが社会生活に実現することを願うばかりです。

参考図書

時田昌瑞『岩波ことわざ辞典』岩波書店２０００

学研辞典編集部『用例でわかることわざ辞典』学研教育出版２０１５
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第第４４章章  
二二人人のの思思想想家家ののここととわわざざ アアナナキキスストト・・大大杉杉栄栄とと国国家家社社会会主主義義者者・・北北一一輝輝  

 
時田 昌瑞 

 
はじめに 

古代から現代まで主に文献にみえることわざを収集する作業を＜ことわざ拾いの旅＞と

名付けこつこつと続けている。その目的とするところは、一つ一つのことわざが、いつ頃に

文献に現れるのか自分の目で確認するためだ。また、こうした作業をする理由は、ことわざ

の履歴が明示できればことわざの歴史が一様ではないことが証明づけられると考えるから

でもある。令和の今日をもってしても、ことわざは古くから存在する教訓の言葉とする常識

から解放されているとはいえないのだ。 
これまでに集めた用例は、現在まで総数で約 12 万例になる。①古代から明治時代までが

6 万、②明治時代から戦後までが 2 万、③戦後から現在までが 4 万となっている。一人で

細々とランダムに続ける作業ということもあるが、②の時期のものが少ない。そこで「コロ

ナ休暇」を利用して積み残してきた課題を始末する作業の一つとして試みた。 
 
1）何故、大杉栄と北一輝か 

特段、深い訳があるのではなく、20 代のころに興味を抱いて一部を読んでいたものの 50
年近くも放置してあったが、ことわざの観点から文芸書以外の戦前期の思想関連のものと

して改めて調べてみようと思いついたからに過ぎない。当時、アナキズムと農本主義的な右

翼思想にも関心をもって関連書を読んでいたものがたまたま本棚に残っていたことによる。 
二人について簡略に触れる。大杉は社会主義運動に携わった有名なアナキスト。何度も投

獄され、関東大震災の混乱の際に憲兵の甘粕正彦に殺害された。北一輝は国家社会主義の立

場から国家改造を主唱し、後に二・二六事件で決起した青年将校の理論的指導者として処刑

される。思想的には左と右の対照的であるが共に国家により殺害された共通性がある。また、

二人とも論説や文芸関連の著述が多くあるが、大杉だけにあるのが外国語の翻訳。当時とし

ては特筆ものの語学力があり、5 言語を理解できた。ユニークなのはその学習の場所が監獄

であったことだ。一回の投獄で一つの外国語をマスターする「一犯一語」という驚嘆ものの

学習法だった。 
 
2）取り上げた文献 
『大杉栄全集』全 14 巻（うち 5 巻はロシアの社会思想家・クロポトキンやフランスの作家

ロマン・ローランなどの翻訳、論説・評論・文芸批評などの他に自伝や外遊記もあるが、最

もユニークなのが獄中記） 現代思潮社 1964～1965 年 ＊6686 枚（400 字詰め換算）  
『北一輝著作集』全 3 巻（1 巻：国体論及び純正社会主義 2 巻：支那革命外史、国家改造

案原理大綱、日本改造法案大綱 3 巻：論文、詩歌、書簡） みすず書房 1959～1972 年

＊3700 枚（400 字詰め換算）＊3 巻のみ 1972 年の刊行 
 

3）収集語句の総数と内訳：総数 365 種  
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内訳区分 ○ことわざ 159 種 △慣用句・熟語 188 種 ◎新ことわざ 26 種 
※格言はことわざとして扱った。 

 
4）両者が使ったことわざ総使用回数とことわざ数： 

大杉栄：94 新書 22 冊に相当し 1 冊あたり 4.2 ケとなる。ことわざの数は 77。 
北一輝：151 新書 10 冊に相当し 1 冊あたり 15 ケとなる。ことわざの数は 111。 
※新書 1 冊は 300 枚程度 

 
5）二人に共通する語句：△は慣用句・四字熟語 ○ことわざ 

△異口同音 △一網打尽 △一挙手一投足 △一杯食わされる △大目に見る ○カイ

ザルのものはカイザルへ ○臥薪嘗胆 ○机上の空論 ○杞憂 △牛耳を執る ○乾坤

一擲 △剣呑 ○五十歩百歩 △歯牙にもかからぬ △自暴自棄 △弱肉強食 △支離

滅裂 ○千載一遇 △単刀直入 △徹頭徹尾 △二束三文 ○暖簾に腕押し △優勝劣

敗 △寄ってたかって ＊ことわざに限ればわずか 7 例しかない。 
 
6）これまでの辞典には見られない語句 
大杉栄：○悪魔は人のいうほど恐ろしいものじゃない（西欧に広くみられる「悪魔は絵に見

るほど黒くない」の類） ○石の家は人の心をつめたくする（ロシアのことわざ） ○狼

がこわければ森の中へは行くな ○決して乞食の袋を下げぬとか、牢屋には行かぬとか

言ってはいけない（ロシアの百姓のことわざ） ○乞食と囚人とは馬鹿にするな、いつそ

れが誰の運命になろうものでもない（ロシアのことわざ） ○地頭が隣にいる間は神様は

遠くへ行ってしまう（ロシアのことわざ） ○馬鹿でも金のある者は旦那 ○水と牧草地

とを享受するものは服従しなければならない（ロシアの古いことわざ） 
 
北一輝：○鷸蚌の争いを煽して漁獲利を窺う（「鷸蚌の争い」と「漁夫の利」を接合した語

句） ○オコゼの煮詰め（威張る様子の譬えか？） ○河流は流るる所に流るる ○群盲

象評（群盲象を撫でるに同じ） ○桀狗堯に吠える（下司が偉人に刃向う？） ○恋は満

腹の後なり ○蛟龍も陸梁すれば蟻螻に辱めらる ○豺狼の爪牙を露はさず（邪悪な心

を押し隠すことか） ○豺狼の羊言（邪悪を隠した甘言） ○玉を抱いて瓦の如く考える

（崇高な理念をもちながら卑近なことを考える？） ○眠れる獅子は犬より愚なり ○

歯を以て歯に償う ○氷炭を一椀に盛る ○腹中の険と口蜜の譬え（口に蜜あり腹に剣

ありの類） ○豚の美服する（馬子にも衣裳の類） ○魔を打つに魔を以てする （盗人

の番には盗人を使えの類） ○猛虎一声して四山響きを返す ○老婆の繰り言（老いの繰

り言の変形か） 
 
7）散見される通常とは異なる言い回しのもの 

辞典に記載されていることわざの言い回しはほとんどが同じなのだが、実際の用例でみ

ると案外違いがあることも少なくない。 
○暑さ寒さも彼岸まで：寒いも暑いも彼岸まで（大杉）＊寒さを先にした例はこれまで知ら

れてはいない大変珍しい例。 
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○一挙両得：一挙幾得（大杉） 
△一世を風靡する：一代を風靡する（大杉） 
○雨後の筍：雨の後の筍（大杉） 
○雲泥の差：雲泥の懸隔（北一輝） 
○机上の空論：紙上の空論：（北一輝）＊但し、北一輝は机上版も使っている。 
○恒産なくして恒心なし：恒の産あれば恒の志あり（北一輝） 
△国家百年の計：国家百年の長計（北一輝） 
○砂上の楼閣：砂の上の塔（大杉） 
△舌鼓を打つ：舌鼓を鳴らす（大杉） 
○団結は力なり：団結は勢力なり（北一輝） 
○暖簾に腕押し：暖簾と腕押し（大杉）＊大杉はこの言い回しを二度使っているが、大杉以

外では小説家・里見弴に一件が確認されるだけだ。 
○目には目：歯は歯にて目は目にて償う：（大杉）＊普通は復讐の意で使われるが、大杉は

聖書の本来的な償いの意で使っていて珍しい。 
 
8）用例の初出年が早くなったもの 

個々のことわざがいつ頃に云われるようになったかの調査。 
○カイザーのものはカイザーに返す：（北一輝・国体論及び純正社会主義 1906 年） 
△鍵を握る：（北一輝・国体論及び純正社会主義 1906 年）＊現代の慣用句では最も多用さ

れている一つだが、戦前の用例は辞典ではほとんど知られていない。 
○火事場泥棒：（大杉・無政府主義将軍 1923 年） 
○火中の栗を拾う：火中に栗を拾う：（北一輝・支那革命外史 1916 年）これまで戦前の例

は知られていないだけでなく、言い回しが「火中に～」であったのは新発見。 
○神は自ら助くる者を助くる：（北一輝・個人宛手紙 年代不詳） 
○下司の後知恵：（大杉・平民新聞 1914 年） 
○賽は投げられた：（大杉・一革命家の思い出 1920 年） 
○砂上の楼閣：（北一輝・支那革命外史 1916 年）＊但し、「沙上の楼閣」は 1906 年の中

村星湖『少年行』、また「砂の上の塔のやう」は 1911 年の有島武郎『或る女』にある。 
○山雨来らんと欲して風楼に満つ：（北一輝・辛亥革命に関する黒竜会記録 1911 年） 
○死屍に鞭つ：（北一輝・国体論及び純正社会主義 1906 年） 
○社会の木鐸：（北一輝・論説 1903 年） 
△血祭に挙げる：（北一輝・支那革命外史 1916 年） 
○手前味噌：（大杉・労働運動 1919 年） ＊手前味噌を並べる：（大杉・労働運動 1919

年） 
○武士の情け：（大杉・エッセイ 1917 年） 
 
9）使われた西欧のことわざ 

大杉は 12 回の使用。「地頭が隣にいる間は神様は遠くに行ってしまう」など日本人には

未知のロシアのことわざが 5 つあり目立つ。使われた 7 分の 1 強が西欧のことわざ。ここ

は 6）と多くが重なるのでそちらを参照されたし。 
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北一輝は 11 回の使用。○カイザーのものはカイザーに返す ○火中に栗を拾う ○神は

自ら助くる者を助くる ○砂上の楼閣 ○団結は勢力なり ○沈黙は金 ○歯を以て歯に

償う ○人はパンのみによりて生くるものにあらず ○求めよ然らば与えられん ○ルビ

コンを渡る ○歴史は繰り返す等、西欧に起源をもつ既知のものが多い傾向がある。 
 
10）使用頻度の高い語句 
７回：△徹頭徹尾 △耳を傾ける △滅茶苦茶 
６回：○夷を以て夷を制す ○雲泥の差  
５回：○カイザルのものはカイザルへ ○机上の空論 △歯牙にもかからぬ △弱肉強食

○千載の一遇 
４回：△一網打尽 △一生懸命 △大目に見る △牛耳を執る ○五十歩百歩 △自暴自

棄 ○四面楚歌 ○暖簾に腕押し △優勝劣敗 
3 回は 19 の語句にのぼる。＊2 回以下は省略。 
 
11）注目に値する語句 
○夷を以て夷を制す：中国の古典に由来する古い語句ではあるが、日本では一般的なことわ

ざ辞典に採録されているものの、用例は江戸期に 2 例と現代の新聞での 1 例を確認してい

るだけの使用頻度の低いもの。ところが、北一輝の『支那革命外史』だけに 6 回も使われて

いたのだ。北一輝自身が使ったことわざとしても最大の回数となっており、興味深い。 
○歯は歯にて目は目にて償う。歯を以て歯に償う：現代よく使われる言い回しは「目には目

を歯には歯を」で、やられたらやり返せ、と復讐を肯定するもの。『ハムラビ法典』に由来

する古い言い回しだが、『旧約聖書』『新約聖書』にもある。しかし、聖書で使われているも

のは相手に与えた危害に対して自らの同等のもので償うことをいうものであった。復讐を

指すものではなく真反対の償いの思想だったのだ。 
○沈黙は金：日本でこの言い回しを最も早く記したのは『（英和対訳）泰西俚諺集』ヘンリ

ー・ボーン 平石嘉久太訳 1889 年。Speaking is silver, silence is gold（多言は銀なり沈

黙は金なり）とある。用例では徳富蘆花『思出の記』1900～01 年に「沈黙は金、雄弁は銀」

とあるのが古く、戦後までのものは他に知られていなかった。ところが、今回の調査で北一

輝『国家改造案原理大綱』1919 年の巻一「国民の天皇」に「沈黙は金なりを信条とし」と

記し用いられていたのが明らかになった。戦後までの用例として珍しいだけでなく、倫理や

思想の範疇として位置づけられている点が重要といえそうだ。 
 
まとめ  
両者を比較すると、ことわざの使用率は北一輝が大杉の 3.5 倍となり、かなりの差があ

る。加えて、新たなことわざの使用も大杉が 8 に対して北が 18。北が用いたことわざが全

部で 111 だから 16%を越える高いものであり、この高さは特筆すべきものだ。他方、大杉

には翻訳ものにロシアのことわざが多いことからも実態的には数字以上の差がある。 
初出年代が是までより遡った例や通常とは異なる表現（「寒いも暑いも彼岸まで」等）の

ものが多くあったのも目を惹く。驚嘆したのが北一輝の『国体論及び純正社会主義』等の著

作は思想書にも拘わらず種々のことわざをふんだんに用いて内容を彩っていたことだった。 
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第第 55 章章  ここととわわざざにに救救わわれれたた人人生生  

                           

森 洋子 

 

売売りりたたががららなないい古古書書店店主主  

ことわざと深い絆をもつようになったのは 1970 年代後半からであろうか。当時からブ

リューゲルの《ネーデルラントのことわざ》を研究していたが、一枚の絵の中に 100 近い

ことわざが描かれているため、個々のオランダ語のことわざの意味やブリューゲル独自の

絵画表現などを分析した。ベルギーに政府給費留学生として滞在していた 1976 年、約 20

年前に出版されたヤン・フラウルスの研究書 Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter 
Bruegel（『ピーテル・ブリューゲルの民衆言語と民衆の生活』1957 年）を求めてブリュッ

セルの古書店巡りをしたが、入手できなかった。この本はブリューゲルが描いたオランダ

語のことわざの文芸的な背景を知る必読書である。ある日、指導教官マレイニッセン先生

からブリュージュの古書店なら可能性があるだろう、と伺った。さっそく、ブリュッセル

から列車で一時間以上かけて、この古都を訪れた。そこは分かりにくい、小さな通りに面

した古書店だった。店主に書名を言うと、首を振って、不愛想に「ない」という。わたし

は思わず、「マレイニッセン先生にこの店ならあるかもしれないと言われ、日本から探しに

きたのです」と涙ながらに訴えた。ロジェ・Ｈ・マレイニッセン博士はヒエロニムス・ボ

スやブリューゲル研究で国際的に知られた美術史家である。すると店主は表情も変えず、

「ちょっと待ちなさい」、と地下の階段を下りて行った。10 分後、まぎれもないフラウル

スのブリューゲル研究書を手にしながら、何の言い訳もなくわたしに売ってくれた。店主

はこの貴重な名著を、オランダ語を読めるかどうかわからない東洋人の若い女性に売る気

はなかったのだろうかと思ったが、入手できて幸運だった。 

帰国後、東京の世田谷松原にあるベルギーのカトリック修道院にウィレム・グロータス

神父様（Father Willem Grootaers）を訪れ、フラウルスの本の内容について質問をした。

それがきっかけで、その後、神父様から 14、5年にわたり、聖書解釈学や語学指導を受け

ることができた。フラウルスが引用した 16世紀のラテン語、オランダ語、フランス語のこ

とわざの文例、さらにベルギーの王立図書館などで見つけたオランダ語の説教集、修辞家

集団の戯曲、民衆文学など難解な一次資料を解読するには、日本で同神父様以上に優れた

指導者は得られなかったであろう。拙著『ブリューゲルの諺の世界―民衆文化が語る』（1990

年）を上梓できたのも、同神父様のおかげである。同書で 16世紀のさまざまな文芸資料に

引用されたことわざを紹介したが、一番力をいれたのは、ことわざの図像学的な分折であ

った。ヨーロッパの主要な美術館や研究機関を訪れ、ブリューゲルと同じことわざの画像

を収集し、比較研究をしたからだ。 

ヴヴァァーーモモンントト大大学学ででミミーーダダーー教教授授とと再再会会  

日本ことわざ文化学会名誉会員ヴォルフガング・ミーダー教授（Wolfgang Mieder）はわ

たしにとって大きな存在である。同教授はことわざ研究の世界唯一の学術雑誌 Proverbium 

を編纂し、この専門領域で世界トップクラスの研究者である。ミーダー教授と最初にお会

いしたのは、1996 年 10 月、ことわざ学会(われわれの学会発足以前の組織)が東京で国際

ことわざフォーラムを開催したときである。同教授をはじめ、お招きした外国人研究者た
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ちから発表をしていただき、日本人研究者との深い交流が実現した。その後、同教授は 2004

年 11 月、ヴァーモント大学で「ピーテル・ブリューゲル(子)《ネーデルラントのことわ

ざ》の国際シンポジウム」を企画し、アメリカ人の言語学者、美術史家 5名とわたしを発

表者として招待してくださった。ブリューゲルの長男ピーテルはその工房で父の《ネーデ

ルラントのことわざ》を最低でも 10 数点コピーしていた。ミーダー教授はその一点をアメ

リカ人のハーバート・Ｊ・クラッパー夫妻（Herbert J. Klapper）からお借りして、シン

ポジウムの会場の美術館に飾った。 

「研究発表者はその題名をこの絵のことわざから選択すること」、という依頼があった

時、わたしは躊躇せず、「夫に青いマントを着せる」を選んだ。当時はことわざ絵や版画は

「青いマント」と題され、「夫に青いマントを着せる」はこの絵の前景中央に位置し、中核

的な存在だからである。発表前の春と夏休み、ブリュッセルの王立図書館で 16世紀におけ

る「青色」の意味を同時代の文例から調査・収集した。「青色」は宗教的にはポジティヴ、

世俗的にはネガティヴという相違にはすでに気が付いていたが、「青いマント」に関する文

例には性的な隠喩もあるので、口頭発表の内容は限定されると思っていた。だが実際、発

表会場で、杖をつき、歯なしの老人と蠱惑的な若い娘との「不釣り合いのカップル」をス

ライドで投影し、ためらいつつ、発見したテキストの一部を引用すると、会場から笑声が

聞こえてきた。ブリューゲルの講演でこのような経験は初めてだった。 

ブブリリュューーゲゲルル版版画画展展をを監監修修  

  2010 年、東京渋谷の Bunkamura ザ・ミュージアム、新潟市の新潟市立美術館、京都の美

術館「えき」Kyoto で、「ベルギー王立図書館蔵 ブリューゲル版画の世界」展が開催され

た。わたしは光栄にも監修を依頼され、Bunkamura の学芸員さんと相談しながら、ブリュ

ーゲル以外に、同時代の版画作品をも選出した。すでに日本で 2回（1972 年、1989 年）の

ブリューゲル版画展が行われたが、同時代の版画作品との比較という発想はなかった。今

回はブリューゲル作品の主題に合わせ、道徳教訓、農民の祝祭、民衆文化や民話とともに、

ことわざも重要なテーマのひとつとし、16世紀のことわざ版画すなわち「青いマント」を

できるかぎり紹介した。このコンセプトは本場ベルギーでのブリューゲル版画展でもとり

あげられていない。オランダ語のことわざ版画という特殊性からだろうか。前年、発足し

たわれわれの学会の皆さまにぜひお見せしたい、というわたしの密かな願望も実現できた。  

ベベルルギギーー考考古古学学アアカカデデミミーー外外国国人人会会員員にに選選出出さされれるる  

2011 年 3月、ブリュッセルの王立考古学アカデミーの外国人会員(初のアジア人)として

選出された。審査のため、今まで日本語で書いた履歴書や著書・論文などの業績を全部英

文に訳すのは大変だった。翌年秋、新入会員の記念講演を行った。テーマは“Pieter Bruegel 
the Elder's Netherlandish Proverbs and Similar Proverbs in Traditional Japanese Art”（ピーテル・

ブリューゲル（父）の《ネーデルラントのことわざ》と類似の日本の伝統的なことわざ画

の比較）であった。美術史家の会員たちが注目したのは、腕力の強い主婦の比較画像で、

ブリューゲルは恐ろしい表情の主婦と額から血を流し、降参する悪魔を描いたのに対し、

河鍋暁斎は妻の下敷きになった夫がにやにやしながら、手に灰皿、足に煙草箱を持ち、妻

の喫煙に仕える、という笑いの世界との相違である。奥村政信(推定)の「いはしのかしら

もしんぢんがら」（『文字絵づくし』（1720 年）の画面はことわざを綴った文字でその営み

を描いている。アルファベットではできないからか、会員たちはこの妙技に感嘆した。 
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ポポルルトトガガルルののここととわわざざ学学際際学学会会でで発発表表  

2014 年、ポルトガル西端の海岸都市タヴィラで、毎年 11 月上旬に開催される「ことわ

ざ学際学会」(Interdisciplinary Colloquium on Proverbs) で発表した。前述したミーダー教授

主催のシンポジウムが論文集として刊行されたとき、拙論を読んでくださった学会副会長

クリスティアン・グラインドル(Christian Graindl)氏からぜひ参加してほしい、と勧めら

れた。その年は、29か国から 73名の出席者があり、60 名が発表した。初日の日曜日はタ

ヴィラ市長らの歓迎会、月曜日から金曜日までの５日間は午前と午後に研究発表が行われ

た。発表内容は、「ことわざ学際学会」の名称にふさわしく、言語学、文学、社会学、哲学、

民俗学、物理学など多分野にわたっていた。例えば、「ヨーロッパとその他の地域で普及し

たイディオム：比喩的な言語についての新知見」、「ことわざ学の糸口：クロスワードパズ

ル」、「牢獄でのことわざ使用」、「沈黙、言語、行動：ことわざの脅威」、「ことわざによる

ジグソーパズル」などである。ポルトガル語のみのセッションでも、イタリア、フランス、

スペイン語を理解できれば、パワーポイントからおよそ理解できるといって、出席者の数

が激減しないのは、国際学会らしい光景であった。 

わたしの発表内容はベルギー考古学アカデミーでの記念講演（未出版）を土台にして、

さらにいくつかの新資料を紹介した。質問者の中に、ハンガリーの言語学者デュラ・パツ

ォライ博士(Gyula Paczolay) がおられ、200 の類似ことわざを比較した自著『ハンガリーと

日本のことわざ比較』（1994 年）を手にしながら、ハンガリー語のことわざ「火のないと

ころに煙は立たぬ」は日本にもありますね、と述べられた。 

ブブリリュューーゲゲルル・・イイヤヤーー    

2019 年はブリューゲル没後 450 周年で、一年前からベルギー各地でシンポジウム、展覧

会、イベントが開催された。わたしにとってとりわけ意義深かったのは、2018 年後半、ブ

リュッセルのベルギー王立美術館で 3 日間行われた、Bruegel Success Story 

Colloquium(「ブリューゲル成功物語学会」)ならびにウィーンの美術史美術館で開催され

た、「ブリューゲル、画家の手」という世紀の大展覧展とそれに付随したブリューゲル学会

であった。わたしはブリュッセルの学会で、“Is Bruegel’s Sleeping Peasant an Image of 
Caricature?”（「ブリューゲルの寝ている農民は諷刺像か？」）と題して発表した。ブリュー

ゲルの《穀物の収穫》（1565 年）の前景中央で大の字になって昼寝をする農民について、

先行研究のほとんどがこの農民を「怠惰」の寓意像とみなすか、全くその存在に留意しな

いかのどちらかであった。それに対し、わたしはブリューゲルの昼寝をする農民には肯定

的な意味がある、という解釈を発表した。その根拠のひとつはことわざである。トーマス・

ヘイの研究(2006 年)によると、中世に使われたラテン語のことわざの中に、休息の重要さ

として、「終わりなき労働ほど愚かなことはない」（Nil amentius labore, cui non est finis suus）、
「絶え間なき労働は終わりなき無為と等しく悪なり」（Tam malum est labor perennis quam 
otium perpes malum est）があった。現代もよく使われるオランダ語のことわざに、「仕事の

後の休息は快適」(Na gedaan werk is het goed rusten) がある。まさにこれらはブリューゲル

の農民の「午睡」の意味を語っているといえよう。 

東京でもブリューゲル・イヤーの実現を願ったわたしは、ベルギー大使館の数々のご尽

力で、ベルギー王立美術館からスーパー解像度（Gigapixel)のデジタル画像を借りることが

できた。2019 年 9 月 10 日から一週間、東京の六本木ヒルズのヒルズカフェ/スペースで、
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動画「見たことがないブリューゲル～巨大スクリーンによる映像の軌跡～」展（入場無料）

の企画・監修をした。本展の動画上映はブリューゲルの３つの代表作を紹介しているが、

そのひとつが《ネーデルラントのことわざ》で、「豚に薔薇を撒く」（猫に小判）や「仔牛

が溺れてから穴をふさぐ」（後悔先に立たず）など、日本にも同じ意味のことわざがあるた

め、来場者から親しまれた。３壁面に映像が映しだされると、画面の人物は入場者とほぼ

等身大であるため、まるでブリューゲル村に誘われたような錯覚をもつ。この絵では民家、

農家、作業小屋、川や海岸風景が広がり、そこに数多くの家畜や獣たちが人間と共存しな

がら、ことわざを営んでいる。来場者には、A3 サイズのカラーで印刷した《ネーデルラン

トのことわざ》（85 のことわざと個々の短い解説つき）の図版を配布した。動画を上映し

た同建物の 49階のアカデミーヒルズで、わたしは「デジタル技術が寄与した新次元のブリ

ューゲルの魅力」と題した講演を行い、そのエントランス展示スペースで、「書籍で知るブ

リューゲルの世界」展を３週間開催した。わたしの書斎から 80冊余の洋書や和書のブリュ

ーゲル研究書、東西のブリューゲル展のカタログ、小説、絵本など幅広く展示した。展示

空間に、「ブリューゲルのことわざ関係書籍」という特別コーナーも設置した。彼の 40 数

点の絵画の中で、《ネーデルラントのことわざ》に関する研究書が一番多いことに気が付い

たからだ。長年のことわざ探しの“宝庫”となった、18 世紀のカルロス・タイマンの 2冊

本のことわざ集やフラウルスの研究書などには特別な閲覧をした。しかし本だけでは単調

になるので、当時、子どもがお手玉として遊んだ羊の距骨、骨投げに使った羊の指骨など

も展示して、来訪者に楽しんでいただいた。その年の 11 月、ブリュッセルのベルギー王立

美術館に動画貸出しの感謝とご報告に伺ったところ、その週末、ベルギー王立考古学アカ

デミーの例会で、 “ Bruegel Year in Japan”についてスピーチしてほしいと依頼された。アカ

デミーでは、一週間で 8000 人以上のブリューゲル愛好者が動画を楽しんで下さったこと、

ブリューゲル書籍展の開催など、パワーポイントで説明した。会員たちは、若い方々が沢

山参加されたこと、彼らが入場前後に配布された《ネーデルラントのことわざ》の解説を

熱心に読んでいたこと、本の展示に羊の骨（距骨や指骨）の実物、とくにアムステルダム

から出土した 16 世紀の羊の指骨を展示したことなどに、興味を示してくださった。 

 わたしのいくつかの英語の論文にはブリュ―ゲルの《ネーデルラントのことわざ》と江

戸時代のことわざ画との画像比較がある。江戸時代の画像資料と文献の多くは、明治大学

に寄贈された時田昌瑞ことわざコレクション(2019 年)から情報を得た。だが何よりも時田

氏からいただいた長年のご指導は貴重だった。時田氏の『図説ことわざ事典』（2009 年）

が刊行されたとき、この大著を世界のことわざ学者に紹介したいと、ミーダー教授主幹の

Proverbium に書評を投稿した。書評としては異例の長文だったが、すべて掲載してくださ

った（テキスト９頁と図版 13点）。 

これまでの人生を振り返ると、ことわざ研究はわたしの西洋美術史研究の補助学である

とともに、「救い」でもあった。最近、「始めることさえ忘れなければ、人はいつでも若

くある」（マルティン・ブーバー）という名言に出会った。美術史の分野では作品分析に

ことわざからアプローチをする研究者が少ないので、今後は「ことわざ図像学」(Proverb 
Iconography)の成果を広く知っていただくために、何か始めたいと思っている。（拙著、拙

論の詳細は以下をご参照ください。http://www.yoko-mori-bruegel.jp/jp/index.php） 
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第第６６章章  丸丸いい卵卵もも切切りりよよでで四四角角  

 
渡辺 慎介 

 
 卵に関連することわざは、特に数が多いわけではないが少なからずある。代表的なもの

を四つだけ挙げると、「卵に目鼻」、「コロンブスの卵」、「累卵の危うき」、「丸い卵も切りよ

で四角」などとなろう。その意味は自明であろうが、念のため簡単に記すことにする。  
・卵に目鼻 卵に目鼻を書き込んだような色白く細長く美しい顔を形容したたとえが、こ

のことわざの意味である。この説明にある「細長く」は、卵のどちら向きに立てたときの

顔なのだろうか。卵は、ご存知のように、上下が対称ではない。一方はやや尖がり気味に

丸みをおび、他方はずっと穏やかな丸みになっている。卵に目鼻を描くとき尖がり気味の

方を下にするのだろうか、それとも穏やかな丸みの方を下にするのだろうか。どちらの顔

が美しいのだろうか。現代であれば、小顔が好まれているようであり、あごも尖ったとい

うか、シャープなあごが好まれるから、尖がり気味の方を下にした卵に目鼻の顔立ちがも

て囃されるにちがいない。しかし「卵に目鼻」のことわざが収録されている『続拾遺尾張

俗諺』が発刊されたのは、江戸後期の天保 3（1832）年であるから、その頃の顔の好みは江

戸時代の浮世絵、美人画を見れば大体の予想はつく。その頃の絵を見ると、どちらかと言

えば、あごは尖がった形ではなく、丸みをおびたものが多い。と言うことは、「卵に目鼻」

の細長い顔は、穏やかな丸みのある方を下にした卵に目鼻を描いた顔になりそうである。

今風に言えば、やや下膨れ気味の顔になるのかもしれない。 
・コロンブスの卵 コロンブスの新大陸発見の祝宴の折に、祝賀参加者の中からこんな批

判が飛び出したという。舟を西に向けて進めば、誰だって新大陸を発見できる、と。祝宴

さなかのこんな批判は大人気ないが、コロンブスも一つの卵を取り出し、これもまた大人

気なく応戦する。「それならば、この中にこの丸い卵をテーブルの上に立てることのできる

人はいますか？」と切り返す。できると誰も言わないのを見届けたコロンブスは、テーブ

ルに卵をぶつけて殻を破り、その潰れた部分を利用して卵を立てたという。それを見た参

加者は、「何だ！ それだけのことか」程度に考えたに違いない。しかし、これは新大陸発

見と同じことで、卵の実演を通して、何でもないように見えることでも最初に考え、やり

遂げるのは難しい、そのことをコロンブスは参加者に知らしめた。それが、このことわざ

の意味である。 
 ところで、コロンブスは殻を割って卵を立てたが、実は殻を割らなくても卵を立てるこ

とができる。鼻高のコロンブスも知らなかった方法である。卵が立つための原理は、殻を

割ったときと同じなのだが、こちらの方が微妙で、はるかに面白みがある。殻を割らずに

卵を立てることができるのは、穏やかな丸みのある方を下にした場合である。つまり、江

戸時代に美しいとされた卵に目鼻の顔を描く向きである。お試しあれ。  
・累卵の危うき このことわざは、非常に不安定で危険な状態のたとえに用いられる。丸

くて転がりやすい卵を積み重ねるのだから、安定性に欠けることは誰の目にも明らかであ

る。高く積まれた卵は不安定で、いつ崩れても不思議でないことから生まれたことわざで

ある。このたとえを、「危うきこと累卵の如し」と表現することもある。後者の表現は、江

戸中期の儒学者・室鳩巣の『駿台雑話』1)に「韓家
か ん か

の 危
あやうき

事 殆
ほとんど

累卵のことし」とあり、そ
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こから出ていると考えられる。室鳩巣は神田・駿台（今の駿河台）に居を構え、弟子たち

に儒学、特に朱子学を教えていた。つまり、私たちの学会が月例会などの会場を拝借して

いる明治大学がある駿河台の地で、この言葉が発せられたことになる。  
 累卵ではないが、一つの卵が斜面を転がるときどのような軌跡を描くかを論じた数学者

の書籍があることを指摘して置こう 2)。 
・丸い卵も切りよで四角 物の言いようや、やりよう次第で、角が立ったり、円く収まっ

たりするというたとえに、このことわざは使われる。広辞苑では、この句を慣用句に分類

して、物事はやり方次第で円満にも行けば、角立つこともある、と解説している。この句

の後に、「物も言いよで角が立つ」と続くこともある。これは明治時代の俗謡「ぎっちょん

ちょん節」3)の歌詞からきている。その俗謡には 
丸い卵も 切りよで四角 ぎっちょんちょん ぎっちょんちょん 
物も言いようで 角が立つ オヤマカ ドッコイ ドッコイ ヨーイヤナ 
ぎっちょんちょん ぎっちょんちょん 

とある。どんな組織にも、角が立つ物言いをする人はいる。ちょっとした間違いをしでか

してしまった同僚や仲間を、厳しい言葉で叱責するような人もその範疇に入るのかもしれ

ない。この類の人はいつの世にもいたのだろう。「ぎっちょんちょん節」は明治の初期から

歌い継がれているから、明治の時代にも、その前の江戸時代にも、そればかりかいつの世

にも角の立つ物言いをする人はいたのであろう。 
斯くいう私も、若い頃は随分と角の立つ物言いをしていた。ちょっとでも権威振った物

言いをする人には、たとえそれが和気あいあいの酒の席であったとしても、たとえその方

が先輩の教授であっても、猛然と喧嘩腰の議論を吹っ掛けた。また、自分の利益のために、

あるいは自分たちの組織の利益のために、都合のよい提案をすることがあろうものなら、

相手が誰であろうと潰しにかかることもしばしばであった。ことわざを使って、チクリチ

クリと遣り込めるような手は使わずに、正面突破の議論を楽しんだ。そんな議論は周りの

人にはさぞかし迷惑千万であっただろうが、お構いなしに議論を吹っ掛けていた。今振り

返れば、過ぎたるは猶及ばざるが如し、を反省するとともに、後悔先に立たず、を実感し

ている。 
そんな身勝手な若造が助教授（その頃は、准教授なるスマートな言葉はなかった）から

教授に昇任するときには一波乱あるのが常だが、それも自分流に大いに楽しんだ。高校の

先輩であった教授が同じ学科にいて、その先輩と学部教授会で「昇任否」の票数がいくつ

出るかの掛けをした。その先輩がいくつを掛けたか記憶にないが、私は「15」を賭けた。

どうせ昇任に反対するのは同じ学科の教授連に決まっているのだから、多くてもそのくら

いだろうと高を括っていたのである。もっとも、直前になってその数を「9」に変えた。た

またま、「9」がラッキーな数字であることを経験したからである。さて、昇任の投票があ

る学部教授会の日、私は研究室の図書室でコーヒーを飲みながら本を読んでいた。恩師が

教授会から戻って、図書室に来られる。自分の人事のことだから私から結果を聞く訳にい

かない。恩師は憮然として「昇任が決まったよ」と仰る。私の聞きたいのは反対票の数で

ある。昇任が決まるのは当然と思っていたからである。そこで、恐る恐る反対票の数を伺

うと、恩師は不機嫌そうに「9」と答える。賭けに勝った、思わず微笑みそうになるが、そ

こは我慢する。恩師にとって、「9」という反対票の多さが不機嫌の理由と見える。日頃の
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私の行状を見ていれば、そのくらいの反対票は当り前でしょう、と言いたいところだが、

そこはぐっと抑えて、「そうでしたか」などと曖昧な返事を返して繕った。 
さて「丸い卵も切りよで四角」に戻ろう。この言葉は知っていたが、ことわざとは「露知

らず」であった。時田さんの「岩波ことわざ辞典」を読む中で初めてことわざと認識した。

どうしてこの言葉を知るようになったか、というと、それは物理の問題を通してであった。

ある時、私にとって恩師と同じように大きな影響を受けた戸田盛和先生という物理学者が

卵の問題を私に出した。それは、ゆで卵の回転に関する問題である。ゆで卵をテーブルの

上で勢いよく回すと、卵は立ち上がる。その時、尖がり気味に丸みを帯びた方が上になる

のか、それとも穏やかな丸みの方が上になるのかの問題である。この卵の問題は、戦後、

物理学者の間で、どちらが上になるのかがしばしば議論の種になっていた。一般に、回転

する物体は摩擦のために重心を高くする。典型的な例は独楽
こ ま

回しである。独楽が回転する

と重心を持ち上げるのはなかなか認識しにくいが、回転が弱まると独楽が倒れることから、

回転中は重心を高くしていることがわかる。独楽は倒れている状態よりも回転軸をまっす

ぐ立てている方が重心を高くしているからである。問題は卵なのである。卵を回すとき、

普通は卵をテーブルに水平に置いてから卵に回転を与える。この状態から出発すれば、尖

がり気味の方を上にしても、あるいは穏やかな丸みの方を上にしても、どちらの場合も重

心を高くする。しかし、実際に卵を回転させると、尖がり気味の方を上にして卵は立ち上

がる。それはどうしてなのだろう。当時（1970 年代の後半）、これを説明する説が一つだ

けあった。その説は、伏見康治先生によるもので、次のような内容であった。卵の重心は

穏やかな丸みを持つ方に偏っているように見えるが、実はそうではない。穏やかな丸みの

端には空気の入った気室がある。気室の部分の質量はほぼゼロであるから、見掛けは、穏

やかな丸みの方に質量が偏っているように見えても、実際には気室のために尖がった丸み

の方に質量が多くある。したがって、卵の重心は尖がった丸みの方に偏っている。そのた

め、ゆで卵を回転させると、重心を高くする方向、つまり尖がった丸みを持つ端を上に持

ち上げるように運動が進む、という訳である。これが、ゆで卵の回転に関する伏見説であ

る 4) 。  

戸田盛和先生は「伏見先生の説、どこかおかしいね。」と仰って、この問題を私に提起さ

れた。それから 2、3 ヶ月のあいだ、私は卵の回転の問題に集中した。気室の大きさが卵の

鮮度に関係するという話を聞けば、料理教室に出掛けてその話を伺い、新鮮な卵を求めて

養鶏場まで足を運んだりもした。まさに、溺れる者は藁をも掴む、の思いである。暗中模

索の中、ゆで卵を回し続けるうちに少しずつ答えが見え始めた。そうこうするうちにゼミ

があり、戸田先生は「考えの道筋が大切なのだ。」と学生に説いている。一方の私はその議

論に加わらなければならないのだが、ゆで卵の立ち上がりの問題を必死に考えている。自

分の考えの筋道に矛盾はないかを自問自答している。ゼミが終わってから、私の結論を戸

田先生に説明すると、「うん！ それで良さそうだね」とのお返事。戸田先生の御墨付を頂

いた。それからしばらくして、戸田先生は「コマの科学」5)という本を岩波新書から出版さ

れた。その本には、当然ゆで卵の回転も扱われている。回転するゆで卵の立ち上がりには、

私の説明を紹介して下さった。 
ゆで卵の回転の問題を解決した後、戸田先生は一枚の色紙を見せて下さった。その色紙

は伏見康治先生がしたためたものだった。卵に目鼻が描かれている。女性の顔ではなく、



30

【日本ことわざ文化学会】同人誌『コトワザあらかると４号』

   

伏見先生ご自身を描かれたようだ。髪の毛が少ないことから、そのように想像される。そ

こに添えられた一句が、「丸い卵も切りよで四角」だったのである。もっとも、伏見先生は

「〇い卵も切りよで□」と書いておられる。日付は昭和二十八年七月三日夜とあり、K 
Husimi のサインが入る 6) 。私がまだ 10 歳のガキの頃である。その夜、二人の碩学は、回

転するゆで卵の立ち上がりについて議論したに違いない。そして、伏見先生は上に記した

自説を戸田先生に熱く語ったのだろう。戸田先生はその色紙を大切に保存しておられたの

と同じように、伏見先生の説明をずっと頭の中に仕舞っておられた。そして 25 年以上も経

って、「伏見先生の説、どこかおかしいね。」と問題提起をしてくださったのである。私の

ゆで卵の説は、科学雑誌にその解説が掲載された 7)。その原稿は、あらかじめ伏見先生に

お送りした。しばらくして、私の恩師が伏見先生にお目にかかったとき、「渡辺さんから難

しい論文を送ってもらいました」と恩師に話されたとのことである。 
戸田盛和先生も、伏見康治先生も、そして私の恩師も、すでに鬼籍に入っている。「そろ

そろお前の番だぞ」と、先生方から誘われそうな歳になった。「今までは 人のことだと 思

ふたに 俺が死ぬとは こいつはたまらん」（太田南畝）の心境である。しかし、毎晩の酒を

友としつつ、あと 10 年はコロナに負けず、娑婆を楽しみたいと思っている。 
ということで、「丸い卵も切りよで四角」は私にとっては、ことわざではない。楽しい物

理の問題提起なのである。伏見康治先生との玄談から 25 年以上も経て、戸田盛和先生が私

に問題提起をしてくださった理由はわからない。戸田先生は他にも問題提起をしてくださ

った。たとえば、「金平糖の角はどのようにしてできるのか？」などなど。翻って、私は若

い人にその類の問題提起をしてきただろうかと、反省する。物理的内容の軽重はともかく、

若い人に何らかの問題提起をするのは、年長者の責任であり、義務であろう。そうした問

題提起をする年寄りにならなければと最近は考えている。 
回転するゆで卵の立ち上がりについては、様々な場面で話をさせて頂いた。中国では学

生相手に英語で講演したことがある。駿台予備校では、韓国人学生に話をしたこともある。

戸田盛和先生が亡くなったあとに、先生に教えを受けた研究者が「戸田ゼミ最終回」と銘

打った追悼式を行ったときにもその話をした。「戸田ゼミ最終回」の様子は朝日新聞の論説

委員の方が戸田先生の追悼記事の中で書いてくれた。卵のことわざを交えて、今度は日本

ことわざ文化学会の月例会でも話をしたいと考えているが、ことわざの学会で物理の話を

するのは少なからず躊躇してしまう。 
【参考文献】 
1) 室鳩巣 『駿台雑話』下巻「運慶が口傳」の項 享保 17 (1732) 年 百六十頁。国会

図書館ディジタルコレクションにて閲覧可能。 
2) 西山豊著 『卵はなぜ卵形か』 日本評論社 1986 年 6 月 pp.11-26。 
3) 土取利行「ぎっちょんちょん節」。https://www.youtube.com/watch?v=RS8B5_0Xp10 に

て視聴可能。 
4) 伏見康治、伏見満枝著 「卵の実験」福音館書店 1977 年。 
5) 戸田盛和著 岩波新書 「コマの科学」岩波書店 1980 年。 
6) 渡辺慎介「独楽と戸田先生」 日本物理学会誌 小特集：戸田盛和 Vol.66  No.9 

2011 pp.698-702。 
7) 渡辺慎介「卵はいかに立つか」 数理科学 No.211 1981 年 pp.37-42。 
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第第 章章 ココロロナナ禍禍にに遭遭遇遇ししてて

石原 仁誌

人類というといささか大げさですが、世界中の誰もが経験したことのないコロナ禍に

我々は遭遇しました。この原稿を執筆している時点では緊急事態宣言が解除されたもの

の、東京都の感染者数は解除後の感染者数が日々更新され、これから終息に向かうのだろ

うかと首をかしげたくなる状況です。これから夏を経てこの原稿が『コトワザあらかる

と』に載って皆さんのお手元に届く頃には感染の拡大状況がどうなっているのか、また何

らかの宣言等が発出されるのか、されているのかは全くわかりません。

コロナ禍の影響で中止になったものは 東京オリンピック 今の段階では来年の開催

を危ぶむ声も 、春夏の高校野球、大相撲、浅草サンバカーニバル、高円寺阿波踊り、各

地の夏の風物詩の花火大会やお祭りと数え上げたらきりがありません。我々の学会自体も

月まで休会を宣言しています。

個人的には今の会社に入社して 年目にして初めて緊急事態宣言中は自宅待機の名の

元に 月半の特別休暇を経験しました。宣言解除後はいろいろな面で不自由を強いられる

通勤や会社生活を送っております。

さしずめ年末の流行語大賞にノミネートされるであろう「自粛」「三密」「当面の間」

「新しい生活様式」「 コロナ」ということばをこれからどれだけの期間、耳にするこ

とになるのでしょうか。いずれにせよこれらのことばから新たな創作ことわざが作られて

いくのでしょうね。

会社生活、日常生活で個人的に一番閉口していることがマスクの着用です。花粉症とは

無縁な私はこの歳になるまで、マスクを着用することか皆無でした。マスク自体は、一時

は市場にも出回らず家内などはその確保に躍起になっていましたが、私はどこ吹く風で自

粛期間を過ごしておりました。さすがに会社に復帰すると通勤時や勤務時に着用しないわ

けにもいかず、これのどこが「新しい生活様式」なのだと電車の中でも会社の中でも全員

がマスクをしているこの異様な光景に一人腹を立てております。

隣の同僚との会話もとどこおり、今となっては会して議せずの打合せも懐かしい限りで

す。「目は口ほどに物を言う」顔全体が見えて初めて意味をなすことわざだと思います。

改めて円滑な人間関係の構築には顔全体の表情が見えていることの重要性を思い知らされ

ます。今の目だけがギョロリと見えている状況には閉口します。

冒頭で東京都では相変わらず感染拡大が続いていると記しましたが、感染者の大半は夜

の繁華街での感染とのことです。まさに「君子危うきに近寄らず」ですね。我々一人一人

がそういう所へ行かないことは言うまでもありませんが、我々が危うい状況を作り出して

しまっては「身も蓋もない」ですね。コロナ禍と聞いて既述の「」内の三つのことわざを

連想してしまいました。いずれにしてもこのコロナ禍が早く収束でなく終息することを心

より祈念しております。

最後に私の創作ことわざを一つご紹介します。

「自粛から コロナとキャッチは変われど、暮らし変わらず」

注 例年のことですが文中の斜字はことわざを表記しています。



34

【日本ことわざ文化学会】同人誌『コトワザあらかると４号』

第第２２章章 「「雨雨のの降降るる日日はは天天気気がが悪悪いい」」

小柴 裕子

本日（ 年 月 日）、「東京都で新たに 人感染 日連続で 人超え」（ ニ

ュース）、「『 トラベル』京都は期待薄 夏休み初の週末も、観光地は客足まばら」（京都新

聞）という記事を見た。

そりゃそうだよね、感染者が増えて不安ではなかなかトラベルできないよね、という話である。

こういった当たり前のことについて、「雨の降る日は天気が悪い」ということわざを思い起こす。

「雨の降る日は天気が悪い」とは、「当たり前のこと、わかりきったことのたとえ」であ

り、同じことを表す、言葉の無意味な繰り返し（同語反復）のことわざだ。

このことわざにまつわる話には、伊達政宗の「雨の降る日は天気が悪うござるが、どう

したものでござるな」に、沢庵和尚が「左樣、雨の降る日は天気が悪う御座るな」と繰り

返して答えたという逸話がある。ここで伊達政宗は、我を捨ててこそ会得が可能と悟るの

だが、当たり前の言葉の繰り返しは、禅問答に映る。

類語には「犬が西向きゃ尾は東」「東に近ければ西に遠い」「兄は弟より年上だ」「親父は

俺より年が上」と 種ほどある。どれも当たり前のことである。

新聞記事は、「 トラベル」で感染者が増えたという、因果がはっきりした当たり前の話を伝

えているが、感染者数が過去最多の記事と、観光地の期待する記事が同列で並べられていることに、

なにやら不気味なものを感じる。一見当たり前であっても、本当は当たり前ではないのではないか。

この度の新型コロナのために、会食、旅行、授業、留学といった「当たり前にできることが当たり

前にできなくなった」。一方で、「当たり前ではないことが当たり前になっている」のではな

いだろうか。数か月前は当たり前ではなかった感染者数も、毎日聞くにつれて次第にマヒ

し、ついには当たり前として受け入れるようになっている。

当たり前とは何か。当たり前が当たり前のことではなくなってしまうと、「雨の降る日は

天気が悪い」のように、当たり前を当たり前に伝えることわざも、当たり前のように使え

なくなってしまうのではないか。当たり前が変わると、「ことわざ」も変わるのかもしれな

い。近いうちにマスクのことわざが出てきたりして・・・「マスクをする日もコロナは増え

る」。
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第第 章章 功功利利主主義義、、終終わわりりよよけけれればばすすべべててよよしし

小森 英明

日本は、明治維新以来、‘和魂洋才’のスローガンの下、欧化政策を謳って、多くの文

物を積極的に移入してきました。

しかしながら、私の眼から見て、いささか消化不良に終わったと思われる二つの思想体

系があります。その一つは、‘功利主義（ ）’であり、もう一つは、ヘ

ブライズムを淵源とする‘性悪説’です。

このうち、‘功利主義’は、ドイツのカント（ ～ ）に拠る‘義務論’と双璧を

成す倫理思想でもあり、この二つをバランスよく摂取してこそ、健全な思想的発展がかな

うというものです。

この‘功利主義’の場合、英米由来の金融機関（銀行等）をはじめとする商業分野で特

に重んぜられましたが、日本の戦時中は、英米に対する嫌悪感を煽る政策と共に、ことさ

ら悪者扱いされました。しかも、ある識者によれば、先の第二次世界大戦は、純粋な経済

戦争（石油資源争奪戦）であったとされています。その戦争を貫徹する上では、‘功利主

義’を蔑む当時の日本の思想風土では、いかにも‘義務論’に根差したような大義名分が

必要とされ、それは軍歌やプロパガンダなどに織り込まれて巷間にも喧伝されました。

もし仮に、我が国が‘功利主義’という倫理思想を正しく理解していたならば、先の大

戦で惨敗を喫することなど、巧みに避けられていたかもしれないのです（それこそが‘功

利主義’的観点です）。

一方、この思想を比較的正しく理解していた英米がこの戦争で勝利をおさめたのは歴史

的な皮肉ですが、拙論を正当化する根拠の一つともなりえます。加えて、‘国益’といっ

た立場を理解する上でも、‘功利主義’は必須の観点を提供します。

ところで、この‘功利主義’とは、イギリスのベンサム（ ～ ）やミル（ ～

）によって確立されたものであることは有名ですが、実際にはいろいろな主義や流派

に分かれるようです。しかし、一番の根幹は、「行為や制度の社会的な望ましさは、その

結果として生じる効用（功利、有用性、英： ）によって決定される」とする考え

方に集約される立場を指します（「」内は、本稿執筆時点での からの引用）。

しかし、より大きな特徴は、この思想そのものが‘帰結主義’に根差していることで

す。そして、その‘帰結主義’を‘功利主義’の発祥地たるイギリスから例をとれば、＜

終わりよければすべてよし（シェイクスピア〔 ～ 〕劇の題名；

）＞として、牽強付会ながらも、敢えてそう理解できなくはないでしょうか？

なお、このシェイクスピア由来の言葉が、第二次世界大戦後に日本でも‘ことわざ’と

して流布しだしたという指摘も見られ、そのことは焦土と化した我が国に、ようやく英米

流の‘功利主義’が徐々に浸透し始めたことを裏付けているような気がいたします。

おしまいに余談となりますが、作家の宇野千代（ ～ ）は、「自分が知らないこ

とは、無かったことにする」として、男性の浮気をそれとなく許したそうです。これも、

一種の‘帰結主義’になるのかもしれません。また、こうした自らの‘功利主義’的観点

を大切にしたからこそ、彼女は望外の長寿を授かったのかもしれません。

第第３３章章  功功利利主主義義、、終終わわりりよよけけれればばすすべべててよよしし  

 

小森 英明 

 

 日本は、明治維新以来、‘和魂洋才’のスローガンの下、欧化政策を謳って、多くの文

物を積極的に移入してきました。 

しかしながら、私の眼から見て、いささか消化不良に終わったと思われる二つの思想体

系があります。その一つは、‘功利主義（utilitarianism）’であり、もう一つは、ヘ

ブライズムを淵源とする‘性悪説’です。 

このうち、‘功利主義’は、ドイツのカント（1724～1804）に拠る‘義務論’と双璧を

成す倫理思想でもあり、この二つをバランスよく摂取してこそ、健全な思想的発展がかな

うというものです。 

この‘功利主義’の場合、英米由来の金融機関（銀行等）をはじめとする商業分野で特

に重んぜられましたが、日本の戦時中は、英米に対する嫌悪感を煽る政策と共に、ことさ

ら悪者扱いされました。しかも、ある識者によれば、先の第二次世界大戦は、純粋な経済

戦争（石油資源争奪戦）であったとされています。その戦争を貫徹する上では、‘功利主

義’を蔑む当時の日本の思想風土では、いかにも‘義務論’に根差したような大義名分が

必要とされ、それは軍歌やプロパガンダなどに織り込まれて巷間にも喧伝されました。 

もし仮に、我が国が‘功利主義’という倫理思想を正しく理解していたならば、先の大

戦で惨敗を喫することなど、巧みに避けられていたかもしれないのです（それこそが‘功

利主義’的観点です）。   

一方、この思想を比較的正しく理解していた英米がこの戦争で勝利をおさめたのは歴史

的な皮肉ですが、拙論を正当化する根拠の一つともなりえます。加えて、‘国益’といっ

た立場を理解する上でも、‘功利主義’は必須の観点を提供します。 

ところで、この‘功利主義’とは、イギリスのベンサム（1748～1832）やミル（1806～

1873）によって確立されたものであることは有名ですが、実際にはいろいろな主義や流派

に分かれるようです。しかし、一番の根幹は、「行為や制度の社会的な望ましさは、その

結果として生じる効用（功利、有用性、英：utility）によって決定される」とする考え

方に集約される立場を指します（「」内は、本稿執筆時点でのWikipediaからの引用）。 

しかし、より大きな特徴は、この思想そのものが‘帰結主義’に根差していることで

す。そして、その‘帰結主義’を‘功利主義’の発祥地たるイギリスから例をとれば、＜

終わりよければすべてよし（シェイクスピア〔1564～1616〕劇の題名；All's Well That 

Ends Well）＞として、牽強付会ながらも、敢えてそう理解できなくはないでしょうか？  

なお、このシェイクスピア由来の言葉が、第二次世界大戦後に日本でも‘ことわざ’と

して流布しだしたという指摘も見られ、そのことは焦土と化した我が国に、ようやく英米

流の‘功利主義’が徐々に浸透し始めたことを裏付けているような気がいたします。 

 おしまいに余談となりますが、作家の宇野千代（1897～1996）は、「自分が知らないこ

とは、無かったことにする」として、男性の浮気をそれとなく許したそうです。これも、

一種の‘帰結主義’になるのかもしれません。また、こうした自らの‘功利主義’的観点

を大切にしたからこそ、彼女は望外の長寿を授かったのかもしれません。     
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第第 章章 「「留留学学生生とと遠遠隔隔授授業業」」

佐古 恵里香

年春学期は、新型コロナ感染症の影響で大学が閉鎖され、私も日本に入国できなか

った留学生へ遠隔授業をすることになりました。遠隔授業を行うのははじめてなので、様々

な不安を感じていました。

しかし、 月の会議で本校の主任の先生から「このような状況なので、ベストが出せなく

ても仕方がない。やれる範囲で。」と、おっしゃっていただき 受け止め方はそれぞれかと思

いますが、私自身はハードルを低く設定していただいたように感じ 、それまで感じていた

不安やプレッシャーから解放され、肩の荷がおりたような気持ちになりました。逆に「よし。

ベストを尽くして頑張れる」と思え、先生のお言葉にとても救われました。

私のように「新しい試み」に不安に感じる人も少なくないでしょう。留学生もそのような

不安を感じるかもしれないので、安心して授業を受けてもらえるように「楽 ラク／たのし

い 」を取り入れた授業作りを試みたいと考えました。精神的に最初の一歩を踏み出すと、

私も少し楽しい気持ちになってきました。「新しい試み」は分からないから「不安」である

し、「楽しい」のでしょう。「千里の道も一歩から」と言われるように、遠隔授業で対面授業

とは別の良さを発見していこうと思いました。

まず、①課題提出を「ラク」する方法を考えました。これは、既存の サービスを使う

ことで、留学生の負担を最小限にして「提出」させるための試みでした。従来のような課題

をメールへ添付する方法は、教員にも留学生も負担が大きいです。留学生は、デジタルネイ

ティブ世代なので、スマホを使うことに慣れているだろうから 、 、 、

などが提供しているサービスを使い比べて、操作性が良い のサービスを

選びました。結果的に課題は、 割以上の提出率でしたので、使いやすかったのでしょう。

②「楽しい」を実現するために、授業で 会議システムの使用を試みました。新型コロ

ナ下での「会話制限される対面授業」と比べると、 上では飛沫の飛び交う心配がありま

せんので、会話練習やグループワークを実施でき「クラスで友達ができた」と感想をもらえ

ました。また、 は小さな音でもよくひろえるので、声の小さな学生の参加が促しやす

いという点も会話の授業で役に立ちました。

「案ずるより産むが易し」ですね。試行錯誤している間に、春学期が終わりました。振り

返ってみると、留学生は、教員によって 会議サービスの指定や課題提出方法が異なるの

で、各々で使い方を学んでいかなければならず、大きな負担になった半年だったのかもしれ

ません。しかし「若い時の苦労は買ってでもせよ」と言われますが、未曾有の危機によって

学校が一気に 化を進めたことで、教員や学生の スキルが全体的に底上げされたよう

に感じます。これからますます サービスが広い世代に普及していき、ニューノーマルな

価値観が生まれていくでしょうから、留学生にとっても 苦労をさせられたかもしれません

が 、今後につながる良い経験になったのではないでしょうか。

私自身は、動画配信やオンライン課題提出など時代のトレンドに一気に触れ、ここ数年の

テクノロジーのキャッチアップができたので、自分が新しい時代を受け入れるための春学

期でもあったように思います。



37

【日本ことわざ文化学会】同人誌『コトワザあらかると４号』

第第５５章章  果果報報はは寝寝てて待待てて  

 

                             辻 維周 

 

八重山の昔話に次のようなものがあります。 

昔、ある村に正直者のお爺さんとお婆さんとがいた。彼らは気の毒な人がいれば誰彼と

なく助けて、その人が喜ぶのを楽しみにしていた。そのため暮らしは楽ではなかったが、

二人は少しも気にすることなくせっせと働いていた。お爺さんは毎朝暗いうちから起き出

して、遠くの畑に出かけて一日中働き、日が暮れてから帰る事が日常であった。 

 ある日の夕方、少し早めに畑仕事を終えたお爺さんは「後はまた明日に」と元気な足取

りで帰り道を急いでいたが、ふと道端で光っているものを見つけた。不思議に思って近づ

いてみると畑の中にある一坪ほどの荒地に黄金の花が一輪大きく咲いている。お爺さんは

思わず駆け寄ってそれを採ろうと両手を差し出したが、すぐに両手を引っ込めそのまま後

も見ずに家路を急いだ。すっかり暗くなって家にたどり着いたお爺さんは、お婆さんに夕

方見た黄金の花の話をして聞かせた。それを聞いたおばあさんは「惜しいことをしました

ね。どうしてそれを持って来なかったのですか」といかにも残念そう。お爺さんは「いや

いや、野草であってもそれは他人様の土地に生えている花だ。採ってはいけないのだよ。

我々に徳があればそのようなものはひとりでにこちらに寄ってくるものだ。ちっとも惜し

くはない」と言って聞かせた。その時、盗人が床下に隠れてこの話を聞き、「良いことを

聞いた。黄金の花を採ってこよう。」と大喜びで床下から這い出し、その花の所に急い

だ。しかしその場所に行っても花は全く見えない。そして草むらに足を踏み入れようとす

ると、そこにはハブがとぐろを巻いて今にも飛びかかろうとしている。驚いた盗人は後に

引いたが怒って、「あの爺、俺をハブにかみ殺させようとしたのだな。どうしてくれよ

う」としばらく考え、「ハブを生け捕りにしてあの爺の家に投げ込んでやろう」とハブを

生け捕り、お爺さんの家にやってきて雨戸をこじ開け、ハブを中に投げ込んで帰った。 

 翌朝目を覚ましたお婆さんが雨戸を開けてみると、思わず大声を上げた。「お爺さん、

早く起きてください。」そのおばあさんの声に飛び起きてきたお爺さんもびっくり仰天。

そこには昨日見た黄金の花がそのまま置かれているのだった。「お爺さんの言ったとおり

でしたね。私たちに徳があったので黄金の花は自然とこちらに来たのですね」と喜ぶお婆

さんの姿を見て、おじいさんもにこにこしてうなずいていたという。 

この話は本土の「勧善懲悪」譚とは一味違うものであり、どちらかと言うと「果報は寝

て待て」の部類に属するものかもしれません。しかしその「果報は寝て待て」の意味合い

を「良い事は寝て待っていればやってくる」という意味に取り違えている人が多く見られ

ますが、それは全く見当外れです。この諺は仏教の教えから発せられたものであり、本来

の意味は「やるべきことを全てやり終えたら、あとは焦らずのんびりと構えて待つが良

い」、つまり「良いこと」を呼び寄せるための努力を奨励しているものだからです。この

老夫婦は後ろめたい事は一切せず、ひたすら善行を積むという努力をした結果、向こうか

ら黄金の花が飛び込んできたのですから、まさしくこの諺の意味にぴったりではないでし

ょうか。 
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第第 章章 ととななりりのの芝芝生生

中村 富美

私は子供時代から“いなか”があまり好きではありません。母の里が大阪である影響も

あり、ビルが建ち並ぶ“まち”が好きで、電車で大阪の町に近づくとウキウキしました。

私は、「大きくなったら、あの高いマンションの一室で暮らしたい」と話すと、田舎で

は、‘蜂の巣’が好きなのかと、からかわれました。

ところで、今年の干支は、子（ネズミ）。私の中で、ネズミといえば、イソップ寓話の

『田舎のネズミと町のネズミ』が、浮かびます。子供の頃から絵本を読むのが好きで、絵

本の中の情景を考えながら、自分と重ね合わせることが多かったです。

『『田田舎舎ののネネズズミミとと町町ののネネズズミミ』』（（ウウィィキキペペデディィアアよよりり内内容容をを一一部部改改変変））

田田舎舎にに住住んんででいいるる一一匹匹ののネネズズミミがが、、御御馳馳走走をを振振るる舞舞おおううとと仲仲のの良良いい町町ののネネズズミミをを招招

待待ししたた。。二二匹匹はは土土くくれれだだっったた畑畑へへ行行きき、、麦麦ややトトウウモモロロココシシ、、大大根根をを引引っっここ抜抜いいてて食食べべ

てていいたたののだだがが、、町町ののネネズズミミががここうう言言っったた。。「「（（チチュューー略略））僕僕ののととこころろへへ来来なないい？？そそうう

すすれればば珍珍ししいいももののがが腹腹一一杯杯食食べべらられれるるよよ。。」」

（（チチュューー略略））ああるる建建物物にに着着くくとと町町ののネネズズミミはは、、パパンンややチチーーズズ、、肉肉とといいっったた見見たた事事もも

無無いい御御馳馳走走をを田田舎舎ののネネズズミミにに見見せせたた。。そそのの時時、、何何者者かかがが扉扉をを開開けけててききたた。。二二匹匹はは潜潜りり

ここめめるる狭狭いい穴穴ををみみつつけけるるとと一一目目散散にに逃逃げげ込込んんだだ。。

そそししてて、、彼彼ららがが食食事事をを再再開開ししよよううととすするるとと、、ままたた別別のの誰誰かかがが入入っってて来来たた。。すするるとと田田

舎舎ののネネズズミミはは、、急急いいでで帰帰りり支支度度をを整整ええててここうう言言っったた。。「「（（チチュューー略略））ここんんななにに危危険険がが

多多いいののはは御御免免だだねね。。僕僕ににはは土土くくれれだだっったた畑畑でで食食べべてていいるる方方がが性性にに合合っってていいるる。。ああそそここ

ななららばば、、安安全全でで怖怖いいここととももななくく暮暮ららせせるるかかららねね。。」」

イソップ寓話の『田舎のネズミと町のネズミ』では、田舎のネズミは、やっぱり“いな

か”が、ホッとできると言い、“いなか”に帰っていきます。しかし、私はどうかと自分

に問うと、今でも“まち”が好きです。

“まち”が好きな理由は、“まち”は、生きていると感じていて、日々、自分の好きな

ことに近い活動に触れながら、自分の考えを模索し続ける行動ができそうな気がします。

“まち”には、危険が多いことも知っているので、考えが甘いかも知れません。誰かに

「この田舎者！」と言われそうですが、いつか“まち”に住みたいと思います。

私の目にとって、都会が、＜となりの芝生は青い＞に、見えるだけでしょうか？ もし

かしたら、となりの芝生は、本当に青いかも知れません。私は、ただ単に、“まち”に憧

れているだけなのか、“いなか”の良さに気付いていないのか、環境によって得るものは

多いと思います。

しかしながら、人には、実のところ、環境に左右されるだけでなく、その場・その時に

適応していく大きな力があるのではないでしょうか？ 今後、住処に変化があるかどうか

不明ですが、どこに居ても、《今、この瞬間を大切に生きていきたい》と考えています。

第第６６章章  ととななりりのの芝芝生生  

 

中村 富美 

 

私は子供時代から“いなか”があまり好きではありません。母の里が大阪である影響も

あり、ビルが建ち並ぶ“まち”が好きで、電車で大阪の町に近づくとウキウキしました。

私は、「大きくなったら、あの高いマンションの一室で暮らしたい」と話すと、田舎で

は、‘蜂の巣’が好きなのかと、からかわれました。 

ところで、今年の干支は、子（ネズミ）。私の中で、ネズミといえば、イソップ寓話の

『田舎のネズミと町のネズミ』が、浮かびます。子供の頃から絵本を読むのが好きで、絵

本の中の情景を考えながら、自分と重ね合わせることが多かったです。 

『『田田舎舎ののネネズズミミとと町町ののネネズズミミ』』（（ウウィィキキペペデディィアアよよりり内内容容をを一一部部改改変変））  

田田舎舎にに住住んんででいいるる一一匹匹ののネネズズミミがが、、御御馳馳走走をを振振るる舞舞おおううとと仲仲のの良良いい町町ののネネズズミミをを招招

待待ししたた。。二二匹匹はは土土くくれれだだっったた畑畑へへ行行きき、、麦麦ややトトウウモモロロココシシ、、大大根根をを引引っっここ抜抜いいてて食食べべ

てていいたたののだだがが、、町町ののネネズズミミががここうう言言っったた。。「「（（チチュューー略略））僕僕ののととこころろへへ来来なないい？？そそうう

すすれればば珍珍ししいいももののがが腹腹一一杯杯食食べべらられれるるよよ。。」」  

（（チチュューー略略））ああるる建建物物にに着着くくとと町町ののネネズズミミはは、、パパンンややチチーーズズ、、肉肉とといいっったた見見たた事事もも

無無いい御御馳馳走走をを田田舎舎ののネネズズミミにに見見せせたた。。そそのの時時、、何何者者かかがが扉扉をを開開けけててききたた。。二二匹匹はは潜潜りり

ここめめるる狭狭いい穴穴ををみみつつけけるるとと一一目目散散にに逃逃げげ込込んんだだ。。  

そそししてて、、彼彼ららがが食食事事をを再再開開ししよよううととすするるとと、、ままたた別別のの誰誰かかがが入入っってて来来たた。。すするるとと田田

舎舎ののネネズズミミはは、、急急いいでで帰帰りり支支度度をを整整ええててここうう言言っったた。。「「（（チチュューー略略））ここんんななにに危危険険がが

多多いいののはは御御免免だだねね。。僕僕ににはは土土くくれれだだっったた畑畑でで食食べべてていいるる方方がが性性にに合合っってていいるる。。ああそそここ

ななららばば、、安安全全でで怖怖いいここととももななくく暮暮ららせせるるかかららねね。。」」  

イソップ寓話の『田舎のネズミと町のネズミ』では、田舎のネズミは、やっぱり“いな

か”が、ホッとできると言い、“いなか”に帰っていきます。しかし、私はどうかと自分

に問うと、今でも“まち”が好きです。 

“まち”が好きな理由は、“まち”は、生きていると感じていて、日々、自分の好きな

ことに近い活動に触れながら、自分の考えを模索し続ける行動ができそうな気がします。

“まち”には、危険が多いことも知っているので、考えが甘いかも知れません。誰かに

「この田舎者！」と言われそうですが、いつか“まち”に住みたいと思います。 

私の目にとって、都会が、＜となりの芝生は青い＞に、見えるだけでしょうか？ もし

かしたら、となりの芝生は、本当に青いかも知れません。私は、ただ単に、“まち”に憧

れているだけなのか、“いなか”の良さに気付いていないのか、環境によって得るものは

多いと思います。 

しかしながら、人には、実のところ、環境に左右されるだけでなく、その場・その時に

適応していく大きな力があるのではないでしょうか？ 今後、住処に変化があるかどうか

不明ですが、どこに居ても、《今、この瞬間を大切に生きていきたい》と考えています。 
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第第７７章章 「「六六十十のの手手習習いい」」

三木 恒治

今年はコロナ関連のニュースを目にしない日がありません。これほど生活環境を一変さ

せた災難は、少なくとも私の記憶にはありませんし、皆さんも同じ思いでしょう。世界的な

トピックである米中貿易摩擦などもすっかり影をひそめてしまった感じですが、個人的に

は 年間の教師生活で初体験となるオンライン授業と向き合わなければならなくなりまし

た。定年が近いというのに不慣れな対応を迫られ、超アナログ人間の自分にとって図らずも

「「六六十十のの手手習習いい」」を始めざるを得ない、前途多難な新学期となったのです。

オンライン授業は と が二本柱ですが、いずれにせよ物言わぬ機器を相手に喋ら

なくてはなりません。教壇に立つことがなくなって、生身の相手がいないことで生じる無力

感、違和感に当初は苛まれました。通常だと腹立たしく講義の邪魔でしかない「親指姫」が

なぜか懐かしく、好敵手をなくしたかの如く「「豆豆腐腐にに鎹鎹」」「「暖暖簾簾にに腕腕押押しし」」の感覚でした。

一方通行のようでも案外対面授業は双方向のコミュニケーションの上に成り立っており、

それが不可能となって改めて意思疎通の重要性を痛感させられたわけです。一方、オンライ

ン授業にもそれなりのメリットがあることも分かりました。録画撮りした映像を直視する

のはけっして心地の良い作業ではないのですが、「「岡岡目目八八目目」」とはよく言ったもので、受講

者の視線で自分の姿を眺めることは、良くも悪くも新しい発見があります。「老い」の現実

は言うに及ばず、話すスピード、間合いの取り方、無意識のしぐさや癖など、日頃は気付か

ずにやり過ごした部分が第三者の立場に身を置いてはっきりと認識できるのです。受講生

サイドのメリットとしては、講義が「巻き戻し可能」で時間に拘束されないことが挙げられ

ます。もちろん対面授業の一回性、不可逆性は受講生の集中力を引き出すためには有意義で

すし、教員にとってもリアルタイムで受講生の反応を確認するのは講義の質を高めるため

に不可欠でしょう。ただそれ以上に、講義の内容を理解するために反復学習が効果的なこと

は間違いないようです。つまり、どちらに転んでも物事は万事「「一一長長一一短短」」なのです。（こ

れが、今回私が身をもって学んだ一押しの人生の普遍的心理かもしれません）

コロナ禍は未曾有の国難ですし、誰もが不自由を強いられたことは言うまでもないこと

ですが、物理的にも精神的にも冷静に距離を置いて自分を捉え直すいい機会になったはず

です。「「禍禍をを転転じじてて福福とと為為すす」」「「ピピンンチチははチチャャンンスス」」の教訓はぜひとも生かしたいものです。

思うにことわざというのは不慮の出来事がきっかけとなって日常のライフスタイルの変革

を迫られるときに自ずと生まれる祈りのようなものではないでしょうか。日常に密着した

生活の知恵、教訓がことわざの本質ですが、得てして日常の真っ只中にいては日常の実相は

見えてきません。今回巣篭りを余儀なくされ、社会との適度な距離感の大切さを認識した人、

自分の人生をゆっくり振り返ってみた人は少なくないでしょう。もっとも政治的次元の話

となると事は厄介で、なかなか「「三三人人寄寄れればば文文殊殊のの知知恵恵」」「「果果報報はは寝寝てて待待てて」」とはいきそう

にありません。コロナ禍はいまだ収束の兆しが見えず、政府主導の対策も迷走気味です。逆

にそんな閉塞した状況だからこそ、原点に立ち戻り先達の知恵にじっくりと耳を傾けてほ

しいものです。「「窮窮すすれればば通通ずず」」で、意外と突破口が開けてくるかもしれない。ともあれ、

コロナ、 コロナの時代へ向けて新たな展開を期待したいものです。
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【執執筆筆者者紹紹介介（（五五十十音音順順））】

①氏名（担当章）

②出生年 ③出身地 ④所属

①浅賀 宏昭（第１部 第１章）

② 年 ③東京都出身

④明治大学教授

①蟻川 剛（第１部 第２章）

② 年 ③東京都出身

④公立小学校時間講師 元東京都小学校教諭

①石原 仁誌（第２部 第１章）

② 年 ③岡山県出身

④朝日生命保険相互会社 代理店業管理部 募集管理担当部長

日本ことわざ文化学会理事

①古後 靖弘（第１部 第３章）

② 年 ③大分県出身 ④ことわざメル友会

①小柴 裕子（第２部 第２章）

③兵庫県出身 ④京都精華大学

①小森 英明（巻頭言、第２部 第３章）

② 年 ③三重県出身

④武蔵野大学仏教文化研究所客員研究員

日本ことわざ文化学会理事

①佐古 恵里香（第２部 第４章）

② 年 ③愛媛県出身

④京都精華大学 非常勤講師

①辻 維周（第２部 第５章）

② 年 ③東京都出身

④岡山理科大学准教授
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①時田 昌瑞（第１部 第４章）

② 年 ③千葉県出身

④ことわざ・いろはカルタ研究家

日本ことわざ文化学会副会長

①中村 富美（第２部 第６章）

② 年 ③三重県出身

④三重大学医学部附属病院看護師

日本笑い学会三重支部事務局長

日本ことわざ文化学会理事

①三木 恒治（第２部 第７章）

② 年 ③岡山県出身

④岡山理科大学教授

日本ことわざ文化学会理事

①森 洋子（第１部 第５章）

③新潟県出身

④明治大学名誉教授

ベルギー王立考古学アカデミー外国人会員

日本ことわざ文化学会理事

①渡辺 慎介（第１部 第６章）

② 年 ③神奈川県出身

④横浜国立大学名誉教授

日本ことわざ文化学会会長
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