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要旨 

 「時は金なり」を残したベンジャミン・フランクリンは、日本においても避雷針の実験

をした科学者として、又勤勉な政治家として名高く、自伝の翻訳も多い。しかし彼の名前

とことわざをアメリカ全土に知らしめたのは、処世術を面白おかしく綴った『貧しいリチ

ャードの暦』であり、残念ながら日本ではその一部が紹介されるのみで、全文の日本語訳

は未だなされていない。そうした一面的なフランクリン受容の中で、彼のことわざの数少

ない理解者が福沢諭吉で、福沢は、『貧しいリチャードの暦』のことわざを、五七調のリズ

ミカルな日本語に翻訳し、見事にフランクリンのことわざの魅力を伝えている。一方フラ

ンクリンに始まるアメリカン・ユーモアを集大成したとされるマーク・トウェインは、現

実的な処世術を放つフランクリンのことわざに反発し、フランクリンに対抗するかのよう

に、『間抜けウィルソンの暦』と題して多くのことわざを生み出している。 ところが両者

のことわざの掲載状況をことわざ辞典で見ると、トウェインに比して、はるかに多くのフ

ランクリンのことわざが掲載されている。そこで本論では、二人の暦の類似性を踏まえた

上で、トウェインのフランクリン観、及びフランクリンのことわざへの反発を考察する。

さらに底流に流れる人間観の相違に着目し、二人のことわざのことわざ性（ことわざの特

性）を比較し、フランクリンのことわざが現代まで継承されている背景を探る。 

 

Abstract 

  In Japan, Benjamin Franklin is well-known as a technologist, who experimented 

with the lightening rod system, as a diligent statesman, and for introducing the 
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proverb “time is money.” Furthermore, various Japanese translations of 

Franklin’s autobiography have been published. With reference to proverbs, however, 

Franklin’s most important work is Poor Richard’s Almanack. Although a few of 

the proverbs in Poor Richard’s Almanack have been introduced and translated, the 

entire book has not been translated into Japanese. Only Yukichi Fukuzawa has 

presented many rhythmical, sophisticated translations of Franklin’s proverbs. 

Thus, one can assume that he understands the attractiveness of Franklin’s 

proverbs. In contrast, Mark Twain, who is said to have developed the tradition of 

American humor, which Franklin introduced, presented a perspective on life 

different than that of Franklin, criticized his proverbs, and presented very 

aggressive proverbs in his Pudd’nhead Wilson’s Calendar. While Franklin’s 

proverbs can be found in most English proverb dictionaries, most of Twain’s 

proverbs cannot be found in these dictionaries. This paper aims to analyze the 

features or attractiveness of Franklin’s proverbs in comparison with those of 

Mark Twain.   

 

Key Words: ことわざ、ベンジャミン・フランクリン、福沢諭吉、マーク・トウェイン、暦 

Proverb, Benjamin Franklin, Yukichi Fukuzawa, Mark Twain, calender 

 

１．はじめに 

Oxford Dictionary of English Proverbs (ODEP )の編者 Joanna Wilson は、その序の

冒頭で、「『賢者がことわざを作り、愚か者がそれを繰りかえして使う』ということわざが

あるが、proverb の定義を語ったことわざはないし、多くの研究者が OED の定義よりまし

なものを作ろうとして徒労に終わっている。」 「ことわざを定義することは hopeless task 

(達成の見込めない仕事)だ。」1 とことわざの定義の難しさを嘆いている。では、その英語

圏最大の英語辞書である OED(Oxford English Dictionary)の proverb の定義はというと、

“a short pithy saying in common recognized use”（広く認められ使用されている短い

含蓄のあることば）と至って簡潔で広義であり、具体例は示されていない。同様にアメリ

カ最大の英語辞書 Webster’s Third New International Dictionary においても、proverb

の定義は “brief epigrammatic saying that is a popular byword” (よく知られた決

まり文句で短い警句の様なもの)と広義で、唯一の具体例として“Marry in haste, repent 

at leisure”（あわてて結婚すると後で後悔しますよ）が挙げられている。 

目を転じて proverb の定義を日本の英語系大規模辞書で調べると、『新英和大辞典』第 6

版(研究社、1980 )では、 訳語は「諺（ことわざ）、金言、教訓」で、実例はない。『ラン

ダムハウス英和辞典』（小学館、1973）では、「ことわざ、格言」と簡単な訳語で、実例と

して“Time is money”が挙げられている。また和英辞書で最大の『新和英辞典』第５版 

(研究社、2000)では、「ことわざ」の訳語として proverb, saying, adage が、また「格言」
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の訳語として proverb, maxim, adage, saying, が挙げられ、どちらにも“Time is money”

が実例として載っている。 

 辞書類での proverb の検索から二つの共通点が見て取れる。第一に、proverb という英

語の日本語訳は「ことわざ」として定着しているが、saying、byword、格言、金言等との

境界線は曖昧で、その意味の範囲は広いということ。第二に、出版社の異なる複数の日本

の英語系辞書に、ことわざ、あるいは格言の実例として“Time is money”が挙げられてい

ることである。 

ことわざの定義が難解なように、ことわざの起源、由来をたどることも容易ではないが、

“Time is money”、あるいは「時は金なり」の語源に関してはかなり定説がある。Oxford 

Dictionary of Proverbs (ODP)によると、ギリシャの哲学者 Antiphon の「最も高価な出費

は時間である」という言葉に由来し、その後“Time is precious”を経て、Benjamin 

Franklin(1706-1790)が “Remember that Time is Money”と述べ、初めて時間とお金を be 

動詞で結び付けたことになっている。(Works Vol. II 235)    日本語の「時は金なり」は

その和訳と考えてよさそうで、『岩波ことわざ辞典』によると、1889 年には英和対訳のこ

とわざ集に掲載されていて、1900 年以降日本のことわざとしても伝承されているという。

（時田 410） “Time is money”、「時は金なり」ということわざは、内容が示す知恵や教

訓と共に、言葉の単純さやリズムの明解さから、おそらくは日本で最も馴染み深く、理解

しやすい英語由来のことわざとして定着していると推察できる。 

そこで本論では、格言や故事、さらには名言といわれるものも含む広義の言葉として

proverb=ことわざをとらえ、時は金なりを残したフランクリンが、また彼が発した数々の

ことわざが日本でどのように受容されてきたかを探る。さらに、アメリカン・ユーモアの

流れの中でのフランクリンの位置づけを踏まえながら、ユーモアの流れを集大成したとさ

れている Mark Twain（1835-1910）との比較を通して, フランクリンの言葉に如何にこと

わざとしての特性（ことわざ性）が反映されていたかを考察する。 

 

２．フランクリンの日本での受容 

フランクリンの名前は、幕末文久年間に出版された『玉石志林』において日本の文献に

初登場し、略伝の中で立身出世ぶり、避雷針の実験、アメリカ独立の際の貢献などが強調

されている。続く中村正直訳のベストセラー『西国立志篇』(1870)においても、同様に「品

行真実ナル」人物として勤勉ぶりが紹介されている。2 

 特に自伝（Benjamin Franklin’s Autobiography,1818）に関しては、御手洗正和訳『名

華之餘薫』(1887)を皮切りに、明治時代だけでも 10 種類以上の翻訳がなされその人気ぶり

がうかがえる。さらに、題名に「勤勉立志」「立志成功」といった冠言葉を加えたり、「弗

蘭克林」という当て字の弗を富に置き換え「富蘭克林」に変えたりといった現象は、勤勉

な成功者としてのフランクリン受容の傾向を反映しているようで興味深い。また自伝の英

文の原文自体も英語教本として知識人に広く親しまれたようで、明治皇后がフランクリン

自伝の１３の徳を基に、「十二徳の歌」を詠んだというエピソードも広く知られている。3  
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その後も、現在一番広く読まれている岩波文庫版の『フランクリン自伝』（松本真一、西川

正身訳、1982）まで数多くの翻訳がなされ、日本におけるフランクリン像は自伝を中心に

形作られたといっても過言ではない。今日でも、凧を用いた稲妻の放電現象の実験をした

科学者として、アメリカ独立宣言の起草者の一人として、また 100 ドル紙幣の肖像として、

彼の名は馴染み深いものになっている。 

しかしことわざの視点から見ると、自伝からだけのフランクリン受容は片手落ちである。

もちろん自伝にもユーモアや機知に溢れる挿話や警句的表現は随所に見られるが、先に挙

げた“Time is money”が始めてフランクリンの言葉として登場したのは、自伝の出版を遡

ること 70 年、1748 年に発表された“Advice to a Young Tradesman”「若き商人への助

言」という短文で、その元になったのが Poor Richard’s Almanack (1733-1758)『貧しい

リチャードの暦』である。4 

18 世紀のアメリカにおいては、暦は民衆にとって聖書に次ぐ大切な読み物であり、1733

年から 25 年間発行され続けたこの暦は、毎年 1 万部以上の売り上げを示す人気ぶりだっ

たという。 植民地時代という時代背景を考慮すると驚くべく数字である。内容は、タイト

ルが示すように貧しく妻に頭の上がらぬしがない印刷屋リチャードが、彼の身の回りで起

きた面白い出来事や生活に役立つ処世術をユーモラスに語ったもので、月ごとに気象や生

活情報を載せてはいるが、一種のストーリー性をも備えた読み物になっている。フランク

リン自身が自伝で、「『貧しいリチャードの暦』の余白を全部ことわざのような文で埋め

た。」(Autobiography 79)と言っている通り、『貧しいリチャードの暦』はまさにことわ

ざの宝庫である。 

例えば初年度 1733 年 1 月、２月分の暦は、天文学など気象の説明を除くと 22 行の詩文

で構成されているが、その中に次のように６種のことわざ（的な表現）が含まれている。 

• Never spare the Parson's wine, nor the Baker's pudding. (牧師のワインと

パン屋のプディングは遠慮するな。) 

• Visits should be short, like a winters day. （訪問は冬の日の如く短くすべ

し）  

• A house without woman & Fire-light, is like a body without soul or 

sprite. （女性と暖炉のない家は魂を持たない体のようだ） 

• Kings & Bears often worry their keepers. （王も熊もよく番人を困らせる） 

• Light purse, heavy heart. （財布が軽いと心が重い）  

• Love well, whip well. (よく愛し、よく鞭打て)（Poor Richard 4-6） 

『貧しいリチャードの暦』のことわざは、「多くの時代の多くの国民の知恵を含んでい

る」(Autobiography 79) というフランクリン自身の言葉の通り、すべてがフランクリン独

自のことわざでもなく、また現在ではほとんど見受けられないものも多いが、25 年間ほぼ

この頻度でことわざが表れ、総数は 800 を超え、その数の多さには圧倒される。また、Wilson

が言うようにことわざを定義することはむだな作業ではあるとしても、フランクリンの言
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葉には、人生訓的な内容と共に、映像を髣髴とさせる豊かなイメージと響きの良い語調が

あり、口頭で伝承されることわざとしての特性、いわばことわざ性が豊かなこともわかる。 

さらに、人気を博した『貧しいリチャードの暦』を基に、いわばスピンオフとして“Time 

is money”が含まれる｢若き商人への助言｣が発表され、また 1758 年にはその年の暦が独立

した読み物として、The Way to Wealth (『富に至る道』)と題され出版されている。これ

は、英仏はもとよりロシア語、中国語、ポーランド語、カタルーニャ語等で翻訳され、世

界各国に広まっていったという。(Poor Richard ix) 

ところが日本では、自伝が頻繁に翻訳されているにもかかわらず、『貧しいリチャード

の暦』全編の和訳は未だなされていない。『富に至る道』に関しても、1957 年版の西川正

身訳の『フランクリン自伝』に含まれているものが最初の全編和訳で、その後部分的に紹

介されることがあっても、次に全訳が登場したのは 1996 年の真島一男訳『プーア・リチャ

ードの暦』になる。｢若き商人への助言｣の全訳も、前述『プーア・リチャードの暦』と 2009

年のハイブロー武蔵訳『幸福実現のためのフランクリン・メッソド』に含まれているのみ

である。 

こうしてみると、“Time is money”ということわざがフランクリンによるものだと認知

されているにもかかわらず、明治初期から広く普及した自伝に比較すると、ことわざが含

まれる作品全体の受容は大変乏しい。「時は金なり」という日本語表現が 1889 年には現れ

ていたことを考えると、20 世紀後半から 21 世紀になって初めて、『貧しいリチャードの

暦』の一部のみが翻訳されたに過ぎないということは、ことわざが一人歩きし、作品の全

体像の受容が無いままに現在に至っているということになろう。 

ではその原因は何なのか。ひとつには、自伝に見られるフランクリンの合理的考え方や

立身出世志向が、西欧文明を貪欲に吸収しようとしていた明治初期の新種の気運と一致し、

特に教養ある人々の共感を呼んだのに対し、『貧しいリチャードの暦』に現れる庶民の生

活ぶりや天文や気象についての記述には、翻訳する必要性が感じられなかったのかもしれ

ない。また、全体に流れる風刺精神溢れるユーモアのセンスや故意の誤字など、19 世紀の

アメリカン・ユーモアの特色が理解しづらかったとも考えられる。5 

 

３．フランクリンのことわざと福沢諭吉 

一面的ともいえるフランクリン受容史の中で、一人特筆すべき人物が福沢諭吉(1835-

1901)である。福沢はフランクリンより一世紀以上遅い時代の人物であり、フランクリンに

ついての情報やその著作に親しめる立場にあった。そのためか、フランクリンに関する言

及は数多く、『西洋事情』(1870)では、フランクリンの言葉を通して自由、独立という語句

の意味を紹介し、続けて独立宣言の全文和訳を載せている。（全集 第一巻 487）6 さらに

『学問のすすめ』(1876)にも、フランクリンの言葉として「十分と思ひし時も、事に当た

れば必ず足らざるを覚ゆるものなり」(全集 第二巻 117)を引用し、勉強家、発明家として

のフランクリンの存在を強調している。 

 その中で、ことわざという観点から見ると特に注目すべきは、イギリスの思想家 Robert 
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Chambers の The Moral Class-book (1861)を翻訳し、『童蒙をしへ草』(1872) として発表

したことである。『童蒙をしへ草』は青少年向けの一種の道徳教本であるが、フランクリン

の『富に至る道』のかなりの部分を含んでいる。『童蒙をしへ草』は、フランクリン自伝の

最初の翻訳が出版される以前に翻訳されており、福沢がかなり早い時期から、自伝だけで

なく、フランクリンの様々な文章に直接接していたことが伺える。自伝とは異なることわ

ざ性に富んだ英文に接したためか、『童蒙をしへ草』の翻訳文は、上述の『西洋事情』に見

られる、堅苦しいフランクリンの紹介文とは全く趣を異にしている。まず「ベンジャミン・

フランクリンは北亜米利加州ボストン府の蝋燭屋の子なり。」という書き出しで、平易で生

き生きとした文体でフランクリンの略伝を述べた後、「風阿・里茶土（プア・リチャルド）が諺

の事」として、『貧しいリチャードの暦』から「里茶土（リチャルド）が諺に云く、不精は猶錆

の如し、錆びて腐るゝは摩（すれ）て耗（へ）るよりも速し。」のように数々のことわざ、格

言を引用している。（福沢 第三巻 183-4） 『童蒙をしへ草』に関しては、2016 年に岩崎

弘が、福澤訳を基に現代語訳版を出しているので、フランクリンの原文（Chambers 33-6）

と、福沢訳:F（全集 第三巻 183-4）、岩崎訳：I（福澤・岩崎 70-73）を比較してみる。 

 

① Sloth, like rust, consumes faster than labor wears 

F 不精は猶錆の如し、錆びて腐る々は磨れてへるよりも速し 

I ものぐさは錆と同じで、労働よりもかえって消耗を早める 

② The used key is always bright 

F 朝夕に手摩る鍵は光りつつ 

I 使っている鍵はいつも光っている 

③ The sleeping fox catches no poultry 

F 朝寝する狐は鳥にありつかず 

I 眠っている狐にはとりは一羽もつかまらぬ 

④ There will be sleeping enough in the grave 

F ねぶたくば飽くまでねぶれ棺の中 

I 寝たいなら、墓場に入ってからでも少しもおそくはない 

⑤ Early to bed, and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise 

F 早く寝ね早く起きれば知恵を増し身は健やかに家は繁盛 

I 早寝早起き、健康のもと、財産を殖やし、知恵を増す 

⑥ There are no gains without pains   

F 苦しまざれば楽を得ず 

I 骨折りなきところに利得なし 

⑦ One to-day is worth two to-morrows. Never leave that till to-morrow,  

which you can do to-day.  

F 今日という其の今日の日に働いて今日の仕事を明日に延ばすな 

I 今日の一日は明日の二日に値す。明日なすべきことあらば、今日のうちにせよ。 
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⑧ The cat in gloves catches no mice 

F 袋の猫は鼠とり得ず 

I 猫に手袋、鼠はとれず 

⑨ Constant dropping wears away stones 

F 滴りも絶えねば石に穴をあけ 

I 点滴石をうがつ 

 

まずはフランクリンの原文が持つ人生訓的内容、映像を髣髴とさせるイメージの豊か

さ、リズミカルで簡潔な表現に脱帽する。読者はことわざに納得し、背景に流れる娯楽性

を感じ取り、次は自分が口ずさもうと思うに違いない。岩崎は、フランクリンの英語のリ

ズムを生かしながら、現代語として理解しやすい日本語に的確に直してはいるが、原文の

持つ上記のようなことわざの特性を十分に伝えているとは言いがたい。一方福沢訳は、①

の「錆びて腐るるは磨れてへるより」という対句、②の The used key を「朝夕に手摩る

鍵」と訳したイメージの豊かさ、⑦の「今日」の繰り返し等々、単語の選択から言葉の持

つリズムまで、フランクリンのことわざの持つ豊かなことわざ性を見事に日本語で表現し

ている。福沢の五七調の訳文は、フランクリンがリチャードをして語らせた処世術の内容

を的確に表しているばかりか、流れるようにリズミカルで口ずさみたくなり、『貧しいリ

チャードの暦』の持つユーモア溢れる娯楽的雰囲気を巧みに伝えている名文である。当時

の日本において、福沢はフランクリンの全体像の数少ない理解者であったことがわかる。 

   

４．ユーモリストとしてのフランクリンとトウェイン 

フランクリンの持つ豊かなことわざ性と、その日本での受容を具定例を通して見てき

たが、アメリカ文学の流れの中では、フランクリンはもう少し広い概念の中で、アメリカ

ン・ユーモアの始まりと位置づけられることが多い。特に Walter Blair は、アメリカ文学

におけるユーモアの歴史を辿った名著 Native American Humor の中で、フランクリンが

アメリカン・ユーモアの特徴を具現化した最初の作家であるとして、『貧しいリチャード

の暦』を高く評価し、語り手ある主人公リチャードの存在をアメリカン・ユーモリストの

原型としている。（Blair 18） そしてこの暦の中に盛り込まれたアメリカン・ユーモアの

要素が受け継がれ、19 世紀に人気を博した数々のユーモリスト Artemus Ward, Petroleum 

Nasby らを経て 20 世紀初めの Mark Twain でひとつの集大成を見る。 

極々簡単にこの時代のアメリカン・ユーモアの特徴を列記すると、次のような点が挙げ

られる。 第一に、主人公（語り手）自身が笑いの対象になっていること。第二に、主人

公が愚か者でありながらも、見せかけばかりの気取り屋に対し、実践的な知恵や機知に富

んだ言葉を投げかける風刺精神に長けているということ。前述の批評家 Blair は、こうし

た実践的な感覚を‘horse sense’(18) と呼んでいる。そしてもう一つ、文章に‘aphorism’

が散りばめられていること。‘aphorism’は日本語にすれば金言、警句に近く、ことわざと

同一ではないものの類語の一つであり、広義のことわざに含まれよう。そうしてみるとア
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メリカン・ユーモアにはことわざ的な要素が必須で、フランクリンの『貧しいリチャード

の暦』のことわざ性の豊かさからも、フランクリンがアメリカン・ユーモアの先駆をなす

者であることは間違いない。 

ユーモリストの先駆けであるフランクリンには、科学者や政治家として別の顔があり、

アメリカ国会図書館に保存されているものだけで８千を超える著作の多くが、暦や論文、

手紙であり小説家ではない。一方アメリカン・ユーモアの集大成とされるトウェインは、

The Adventures of Huckleberry Finn に代表される長編小説を数多く発表し、アメリカ文

学史上最重要な小説家のひとりである。さらに同時に、新聞記事や短文も多く、全集の出

版は不可能であるといわれるほどの多作家である。死後１００年は出版を禁止されていた

自伝の完成版(2015)だけでも、全３巻２千ページに及ぶ膨大なものである。それゆえ、両

者の比較は単純に行えるものではないが、ことわざとユーモアの継承という観点から見る

と、不思議なほどの共通点が確認できる。 

第一の共通点は、ことわざを発している物語の主人公が‘fool character’であるとい

うことだ。フランクリンのリチャードは、前述の通りで、妻に頭の上がらぬしがない印刷

屋でありながら、多くのことわざを通して風刺精神を披露しているが、トウェインも同様

の特徴を持つ登場人物を創造している。それが The Tragedy of Pudd'nhead Wilson 

(『間抜けのウィルソンの悲劇』、1894)の主人公、Pudd’nhead Wilson（間抜けのウィル

ソン）である。もちろんハックルベッリー・フィンもトム・ソーヤもアメリカ文学を語る

上では欠かせない主人公たちではあるが、それ以上に Pudd’nhead という呼び名からも

察せられる通り、間抜けのウィルソンこそが、自身を笑いの対象にしながらも、風刺精神

に長けて、多くの‘aphorism’を発している‘fool character’に他ならない。さらに、

彼の発することわざ、aphorism はすべて“Pudd’nhead Wilson’s Calendar” として、

小説の各章の冒頭に読者へのメッセージとして語られている。この calendar、暦という

スタイルが第二の共通点である。間抜けのウィルソンの存在は、続く作品 Following the 

Equator（『赤道に沿って』、1897）においても“Pudd’nhead Wilson’s New Calendar”

の中に継承され、ウィルソンが書いた暦というスタイルで様々なことわざが生み出され続

けている。 

２つの暦には１００年以上のタイムラグがあるが、その間にアメリカ文学史の中で名を

残すような暦は見当たらない。Poor に対して Pudd’nhead、平凡な名前 Richard に対して

同様な Wilson、そして伝達手法としての暦。偶然の一致に過ぎないという可能性は残すも

のの、トウェインに何らかの意図があったのではないかと思いたくなるほどの類似である。 

 

５．フランクリン vs トウェイン：トウェインのフランクリン観 

トウェインは Poor Richard’s Almanack と“Pudd’nhead Wilson’s Calendar”との関

わりに関しては何も述べていないが、リチャードが発したことわざに関しては数々のコメ

ントを残している。まず 1864 年に、“Early Rising, As Regards Excursions to the Cliff 

House”（Cliff House への遠足に関わる早起きの意義）というタイトルで興味深いエッセ
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イを発表し、その冒頭で、早寝早起きを奨励するフランクリンのことわざを取り上げてい

る。原文のままの形で引用する。（The Works vol. II 24-30） 

 

 Early to bed, and early to rise,  

  Makes a man healthy, wealthy and wise  

             - Benjamin Franklin.  

 

     I don't see it. - George Washington  

Now both of these are high authorities - very high and respectable authorities - but I am 

with General Washington first, last, and all the time on this proposition. 

Because I don't see it, either.  

（早く寝ね早く起きれば知恵を増し身は健やかに家は繁盛―ベンジャミン・フランクリン 

     私はそうは思わない―ジョージ・ワシントン 

二人とも立派な、とっても立派で尊敬できる偉人だけれど、この提案に関しては 1 から 10 までワシント

ンに賛成だね。なぜって、私にもそうは思えないからね。） 

 

エッセイの内容は、Cliff House という当時人気のリゾート地に、早寝早起きをして出

かけたけれど、健康にも、金持ちにも、賢くもならなかったという他愛もない内容を、大

げさに面白く綴ったものである。朝のさわやかな空気に包まれるどころか、風が冷たくて

凍死しそうだったとか、野の花の芳しい香りの代わりに、寒さよけの馬の毛布から馬の汗

が匂っただけだったとか、得意の風刺表現で読者を笑わせるが、トウェインの趣旨は明ら

かで、フランクリンの現実的な処世術を嫌い反旗を翻している。畳み掛けるようにフラン

クリンのことわざの無意味さを繰り返す論調からは、フランクリンの現実主義に対する風

刺以上に、彼のことわざそのものへの敵意のようなものさえ感じられる。 

さらに 1869 年には“Last Words of Great Men”(偉人たちの最後の言葉)と題するエッ

セイで、ナポレオンやバイロンなどとともにフランクリンの名を挙げ、「フランクリンは、

毎晩夜遅くまで、使い古した陳腐な決まり文句を、きびきびとして威勢の良い警句に作り

変えていたんだ。かっこよくて、うわべだけで、自分が作ったように見えるものにね。」

（Collected Tales 315-8）と皮肉っている。  ここにも、フランクリンの実践的な考え方

に反発を感じ、フランクリンのことわざを敵対視していたトウェインの姿が見て取れる。 

そしてトウェインの反フランクリン観は、1870 年に雑誌 The Galaxy に発表された“The 

Late Benjamin Franklin”と題した回想録に集約される。まず冒頭に“Never put off till 

to-morrow what you can do day after to-morrow just as well—-B.F.”（明後日にでも

できることは明日までにやらなくてもいいよ--ベンジャミン・フランクリン）ということ

わざが提示されている。続く話で「フランクリンがそんな禁欲的なことわざを残したため

に、後世の子供たちは父親から叱咤激励され、ひどい目にあった。自分もその被害者で、
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結局虚弱体質になり、貧しく、精神にも異常をきたしてしまった。」(Collected Tales 425-

26)と大げさに、ユーモラスにフランクリンの処世術を揶揄している。さらには、「この回

想録の目的は、バベルの塔の時代から使い古されてきた決まり文句（wearisome platitudes）

である自明の理 (truisms)を、何とか自分が作ったようにみせかけた(with a great show 

of originality)フランクリンの気取った警句(pretentious maxims)を、鼻で笑うことだ」

(Collected Tales 427)と、フランクリンのことわざ自体、あるいはその創作態度を辛辣に

批判している。 

しかしながら、フランクリンが『貧しいリチャードの暦』で提示したのは “Never leave 

that till to-morrow, which you can do to-day” (今日できることを明日に延ばすな）

で、トウェインが提示した“Never put off till to-morrow what you can do day after 

to-morrow just as well—B.F” は、フランクリンのことわざそのものではなく、もじりに

他ならない。さらに、このことわざの起源はフランクリンではなく、ODP によれば、英語

では 1386 年の Chaucer が初出で、その後フランクリン以前に英国の政治家 Chesterfield

等が利用しているという。語調の良さや親しみやすさからか、その後もユーモアをこめて

前後を逆転させ、様々な作家がもじりを作っている。Wolfgang Mieder はこうしたもじり

のことわざを anti-proverb（反意ことわざ）と呼んでいる。(Twisted Wisdom 151-2） つ

まりトウェインは、反意ことわざを作り、フランクリンの考え方そのものに対するアンチ

テーゼを提示し上で、B.F.とイニシャルをつけることで、敢えてフランクリンの創作だと

して茶化し、フランクリンに全面的な戦いを挑んだのである。ここには、文章全体に漂う

ユーモアでは隠し切れない、フランクリンに対する強烈な敵対心が表れている。 

 

６．フランクリン vs トウェイン：ことわざ性の相違 

 トウェインの反フランクリン観、及び反フランクリンのことわざ観は、両者のことわざ 

を凝縮したそれぞれの暦の中にも反映されている。『貧しいリチャードの暦』には 800 を 

超えることわざがあり、一方トウェインの “Pudd’nhead Wilson’s Calendar” と 

“Pudd’nhead Wilson’s New Calendar“を合わせてもことわざの数は 100 程度で、長文

もいくつか含まれているため、両者を単純に比較することに多少の無理はあるが、本論で

は両者の暦から共通するテーマを選び出し、それらに関わることわざを比較することで、

両者の相違を明確化する。F はフランクリン、Tはトウェインの作である。英文は、Wit and 

Wisdom from Poor Richard’s Almanack（1-43）、及び The Wit and Wisdom of Mark Twain 

(1-35)からの引用である。 

 

（1）笑い、ユーモア 

  F:・Good sense and learning may esteem obtain 

   Humor and wit a laugh, if rightly taken; 

  But it is good-nature only wins the heart    

（分別は評判を高め、ウィットやユーモアは笑いを誘うが、心をつかむのは善良さだ。） 
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T:・Everything human is pathetic. The secret source of humor itself is not joy but sorrow. 

There is no humor in heaven.（人間にまつわるものすべてが悲劇的だ。ユーモアの源泉は喜び

じゃない、悲しみさ。天国にユーモアはない。） 

 

 まずは、アメリカン・ユーモアの先駆者と集大成者のユーモア観の比較である。フラン

クリンの言葉はことわざとしては長すぎるが、ユーモアや笑い以上に善良さを尊び、人間

に対する肯定的な姿勢がうかがえ、読み手が受け入れやすい。それに対し、武器としての

笑いを提唱するトウェインの「ユーモアの源は悲しみだ」という言葉は、リズムは良いも

のの、聞く者の心に重く響き深刻で反論の余地を与えない。 

 

（2）情熱、夢 

F:・Leisure is time for doing something useful. 

（余暇というのは役に立つことをする時間だ。） 

   ・If passion drives, let reason hold the reins. 

（溢れる情熱には、理性に手綱をとってもらおう。） 

・He that lives upon hope will die fasting.（希望を糧に生きていては、餓死してしまう。） 

 

T:・Don’t part with illusions. When they are gone you may still exist but you have ceased 

to live. (夢を忘れるな。それがなくなったら君は生きる屍さ。) 

  

余暇も夢も二の次だ、とフランクリンの言葉はあくまで現実的だが、情熱を抑える「手

綱」というイメージは読み手の想像力を刺激する。一方トウェインは、夢こそが生きる意

味だと正反対の主張をし、一種の反意ことわざを提示している。両者とも夢と命のかかわ

りを述べているのだが、フランクリンの「夢ではおなかは満たされない」という言葉は笑

いを生むが、「夢がないと生きる意味もない」と説くトウェインの言葉は重く、笑いが生

まれにくい。 

 

（3） 真実、嘘  

F:・Half the truth is often a great lie.(半分本当は大嘘だ。) 

・‘Tis hard (but glorious) to be poor and honest: An empty sack can hardly stand upright; 

but if it does, ‘tis a stout one! 

(貧しさと誠実さの両立はむずかしい。空の袋はまっすぐ立たない。 でもたったら、なかなか倒

れない。) 

 

T:・Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it. 

 (真実とは最も価値あるもの。節約して使おう。) 
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・A truth is not hard to kill; a lie told well is immortal. 

 (真実はすぐに消せる。でもうまい嘘は永遠に消せない。) 

  

 どちらのことわざも、「真実」について簡潔でリズミカルでユーモアある言葉にまとめ

ている。特にフランクリンの空の袋のイメージは、視覚的で秀逸である。トウェインの 

economize の使用も予想外で、人が真実を小出しにする姿がユーモラスに思える。また、

「うまい嘘は永遠に消せない」という言葉は、21 世紀のネット社会のフェイクニュースの

あり方さえ示唆しているようで、トウェインの洞察力の鋭さを示している。 

 

（4）人間とは 

 F:・Three may keep a secret, if two of them are dead. 

(3 人でも秘密は守れる。二人が死ねばね。) 

・Love your neighbor; yet don’t pull down your hedge. 

(隣人を愛せよ。でも垣根は高いままに) 

・Men and melons are hard to know.(人もメロンも中身は見えない。) 

・The rotten apple spoils his companion.(腐ったりんごは周りのリンゴも腐らせる。) 

 

T:・Everyone is a moon, and has a dark side which he never shown to anybody. 

  (みんな月さ。誰にも見せない暗い面がある。) 

・Of all the animals, man is the only one that is cruel. He is the one that inflicts pain 

for the pleasure of doing it.  

(すべての生き物の中で、唯一残酷なのは人間だ。楽しみのために痛めつけること 

ができる。) 

・Man is the only animal that blushes. Or needs to. 

(人間だけが恥ずかしくて頬を赤らめる。その必要があるからね。) 

 

フランクリンのことわざは、どれも人間に対する不信感を謳ってはいるが、垣根、メロ 

ン、りんご、と視覚的で具体的なイメージにより、読み手や聞き手（受け手）はことわざ

の世界を想像することが可能になり、結果として論調が和らぎ穏やかな苦笑を生む。リズ

ムも軽やかで、ことわざとしての完成度が高い。トウェインも月という具体例を示しては

いるが、それによりイメージが膨らむというより、人間性の本質を突く dark や pain とい

う否定的な言葉の印象が強く、そこから笑いは生まれにくい。かえって底流にあるトウェ

インの人間に対する懐疑的見方が強調されている。 

 以上の比較から、(3)の真実、嘘に関するものを除き、トウェインがフランクリンとは

違った視点で、あるいは正反対の視点で物事を捉え、その思いをことわざに託していたこ

とがわかる。フランクリンが、人間の弱点を突きながらも、言葉の根底にある人間性の肯

定観やイメージの豊かさで、受け手をことわざの世界に引き入れ、結果受け手を納得させ
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苦笑を生むのに対して、トウェインのことわざは直接的に人間の愚かさを攻撃しているた

め、受け手はことわざの世界に入りづらく、納得して苦笑するゆとりがない。もちろんこ

の懐疑的な人間観こそが、トウェイン晩年の鋭い風刺につながっていくのだが、ことわざ

としての魅力という観点からすると、その鋭さは負の方向に働いたのかもしれない。 

 

７．終わりに 

フランクリンの現実的な処世術を徹底的に嫌い風刺したトウェインは、フランクリンの

ことわざを古い決まり文句の焼き直しだと揶揄し、あざ笑うような‘anti-proverb’を提

示してフランクリンに戦いを挑んだ。しかし一方で、前述のエッセイ“Last Words of Great 

Men”の中で、やや皮肉をこめてではあるが、フランクリンを‘immortal axiom-builder’

(不滅のことわざ師）と呼んでいる。事実、本論でとりあげた『貧しいリチャードの暦』の

ことわざ２３個のうち２２個が、ODEP, ODP, Dictionary of American proverbs(DAP) の

いずれかに掲載されており、フランクリンのことわざが文字通り immortal:不滅で、長く

継承されていることがわかる。(もちろん全てがフランクリンの創造によるものではない

ことは、トウェインの指摘の通りである。） 一方、本論で取り上げたトウェインの 

“Pudd’nhead Wilson’s Calendar”及び“Pudd’nhead Wilson’s New Calendar”から

の言葉は、残念ながら一つを除いてこれらの辞書には掲載されていない。７ 

では一体なぜフランクリンのことわざが長く継承されているのか。本論の冒頭で、こと

わざを定義することの難解さを引用したが、少なくとも息長く伝承され得るものをことわ

ざの一つの条件とするならば、フランクリンが残した言葉は、伝承性ということわざの特

性、いわばことわざ性が豊かであるということになる。John Simpson は、ODP の序文で、

ことわざを「短くて含蓄のある形式で書かれた、忠告もしくはモラルを提示する伝統的な

言葉」と定義した上で、ことわざを次の 3 つのタイプに分類している。(1)一般的な真実を

抽象的に述べたもの。(2)より色彩豊かで、一般性を表すために日常経験の具体的な観察に

基づいた表現。(3)伝統的な知恵と民間伝承の表現から生まれてもの。(xi)  そして本論

で引用した『貧しいリチャードの暦』に登場することわざの多くは、Simpson の掲げた 3 つ

の条件、即ちことわざの特性を見事に満たしているのである。 

さらに,伝承性という観点から欠かせない特性がある。それはことわざの受け手、すなわ

ち読み手や聞き手が、そのことわざの世界観を受け入れ、次は自分がことわざの使い手に

なろうと思える容認性(acceptability)、そして安心して利用できるという使い勝手の良さ

(good-usability)である。フランクリンのことわざには、根底に人間に対する肯定観と、

一歩はなれた距離から眺めているゆとり、そこから生まれる軽妙さ（軽いユーモア）、想像

力を刺激するイメージの豊かさ、そしてリレーしやすい言葉のリズムがあり、受け手はそ

のことわざ性の豊かさに魅力を感じ、使い手になりやすい。一方で如何に真実をついた名

言であっても、トウェインのことわざのように相手を完全に倒してしますほどの攻撃力が

あると、受け手はその言葉の世界を受け入れづらく、結果として使い手になれない。つま

りそこで言葉のリレーが途切れてしまうのである。 
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“It is more trouble to make a maxim than it is to do right.”（正しい行いを

するより、ことわざを作るほうが難しい。）(Following 48)  これはトウェインが『間抜

けのウィルソンの暦』の中で、ことわざについて唯一残している言葉である。皮肉を交え

ず、本来の意味でフランクリンを‘immortal maxim-builder’(不滅のことわざ師)とする

ならば、トウェインは‘maxim-builder’にはなれず、‘anti-proverb-builder’ (反意こ

とわざ師)であったのかもしれない。 

本論では両者の暦に絞ってことわざの比較検証を試みたが、多作家の二人のことわざ性

の全体像に迫るには、それこそ hopeless な分析が必要である。またアメリカ文学受容初期

の日本で、唯一フランクリンのことわざ性に気づいていたかもしれない福沢に関しても、

ことわざを通しての更なる研究の道が示された。今後の課題としたい。 

 

[付記] 

本稿は、日本ことわざ文化学会第 85 回月例定例会（2018 年 2 月 18 日）の研究発表に加

筆修正したものである。 

 

[注] 

1 本稿中の英文の日本語訳は、断りの無い限り筆者による。 

2 フランクリンの日本における受容に関しては、木村毅『日米文学交流史の研究』(講談

社、1960)や、佐渡谷重信『日本近代文学の成立』(明治書院、1977)に詳しい。箕作阮甫

他訳『玉石志林』は洋書調所の官版で、刊行年は記載されていないが文久３年（1868）

頃とされる。巻之四に「合衆国ベンヤミン・フランクリンの略伝」がある。 

3 明治天皇の側近の一人であった元田永孚が明治皇后にフランクリンの自伝の一部を伝え

たとされているが、どのような経緯で伝えられ、なぜ十三の徳が十二になったのかなど

は諸説あり。佐渡谷重信『アメリカ精神と日本文明』（講談社学術文庫、1990）参照。 

4 A Dictionary of American Proverbs（DAP）には、‘Time is money’の出典が Poor 

Richard’s Almanack となっているが、“Advice to a Young Tradesman”が正しい。 

5 19 世紀アメリカ文学の世界には、Artemus Ward, Petroreum Nasby らを代表とする

“Platform comedian”と称されるユーモア作家の一群があった。彼らは自らを主人公

としたユーモラスで庶民的小品を発表し、またその主人公になりきって身振り手振りを

交えながら全国で講演活動を繰り広げ大人気を博した。彼らのユーモアの流れは 19 世

紀後半には Mark Twain へと受け継がれていくが、彼ら共通の特徴の一つが、発話その

ものを文字にした phonetic misspelling(故意の誤字)である。例えば before を be4 と

記述したりしている。具体例については、拙論「１９世紀アメリカン・ユーモアの流れ」

（埼玉県立衛生短期大学『紀要』第 20 号、1995）参照。 

6 フランクリンについての記載を引用する。「当時有名のフランクリンが云へるには、我身

は居に常處なし、自由の存する所、即ち我居なりとの語あり。されば此自由の字義は、

初篇巻之一第七葉の割註にも云へる如く、決して我儘放蕩の趣意に非らず。他を害して
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私を利するの義にも非らず。唯心身の働きを逞して、人々互に相妨げず、以て一身の幸

福を致すを云ふなり。自由と我儘とは動もすれば其議を誤り易し。学者宜しくこれを審

にすべし」 

7 フランクリンのことわざでは、ユーモアに関するものが唯一記載されていない。トウェ

インのことわざでは、唯一 DAP に‘Don’t part with illusions. When they are gone 

you may still exist but you have ceased to live’ が載っているが、トウェインか

らの引用ではなく、Rec. dist.: Ont（カナダ、オンタリオ州で収集）と記載されている。 
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