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研究論文 

ことわざの動態性と生活基盤 

―「春駒をやって一人前」ということわざの変化を中心に― 

 

西川 桂史 

明治大学情報コミュニケーション研究科 

要旨 

 

本論は、民俗学がことわざ研究において担うべき、「(特定)集団におけることばの創造性と

動態に着目した研究」を試みたものである。取り扱う主な事例は、群馬県川場村門前地区

という一つの生活基盤に根差し、民俗行事春駒に関する文脈で現れる「春駒をやって一人

前」ということわざである。論の構成としては次のようになる。第一に、先行研究の整理

と参与観察で得た知見から、ことわざの存立要件として最も重要なものが、通俗性である

と論じた。第二に、話者と聞き手の生活基盤の共有が、ことわざを理解するのに必要であ

ることを指摘した。生活基盤を共有していない場合、ことわざはことわざではなく、ハナ

シとして無数の会話の中に埋没していく。具体的な事例として、静岡県湖西市入出の「ヘ

ソのある魚はよく跳ねる」ということわざを提示した。第三に、川場村の村落構造の変化

がことわざに及ぼした影響などの分析結果や、調査者の問いかけに応じて話者がことわざ

を変化させた事例などをひき、「春駒をやって一人前」ということわざが、単なる成員認証

機能を指すことわざではなく、村落の現状に対して望む理想的状態であることを明らかに

した。この結論は、話者が望む因果を語るのがことわざであると、従来の学説とは異なる

ことわざの概念規定を可能にした。 

 

 

キーワード 
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１.問題の所在 

執筆者は、旅芸人が生業として行っていた門付芸春駒1を、自らの村落の芸能・祭礼とし

て受容した動因について興味を持ち、各地の村落社会で調査を続けている。門付芸春駒と

は、初春の予祝芸の一つであり、新潟県や群馬県においては、ムラの春駒として続けてい

る村落が、少数ながらも現存している。本論で紹介する群馬県利根郡川場村門前地区も、

その一つである。村落社会の構造において特定の機能を担うようなった春駒は、やがて村

落社会の有様を語ることわざに用いられるようになった。それが、「春駒をやって一人前」

ということわざである。春駒は門前地区において、ムラのオトナとしての資格を認証する
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機能を担っている2。しかしその機能は、村落構造の変化とともに役割を失われつつある。

ことわざが存在する生活基盤の変化にあわせ、「春駒をやって一人前」ということわざが語

るものも変容していることが、参与観察の結果からは明らかとなった。さらに、春駒に関

する聞書きの最中、ことわざが一連の会話の中においても変化する事例にも直面した。 

それらを受け、本論ではことわざの動的な側面を中心に、ことわざの性質について考察

を試みる。特に注目したのは、ことわざの備える通俗性という性質である。ことわざは、

世間からの是認を存在の要件とするが、世間とは絶えず変動しているものであるからであ

る。これは、ことわざの記録化あるいは伝承性という問題とも深く関係している3。村落社

会で採録されたことわざは、根ざしていた素地から切り離されて、静止態として事典類に

記録されていることが多い。本論でとりあげる門前地区の事例においては、このような「こ

とわざの記録」となっておらず、微妙な変化を伴いながら、生きた言葉として観察するこ

とができる。記録されたことわざと語られることわざは、別のものといってもよい。 

 

 口承文芸としての諺・タトエの記録は、諺のみを羅列したのではその価値は半減する。

その地域での民俗語彙としての使用法、効用、ハナシとの関連性等の記録も諺・タト

エを理解するために重要な役割があるのではなかろうか4。 

 

米屋はことわざを、存在している生活基盤や、用いられる文脈から切り離し、成句だけ

で考察することに疑義を呈している。たしかに、『毛吹草』や『北条氏直時代諺留』などを

開けば、当時の人々がどのようなことわざを口にしていたかは理解できても、その先に踏

み込むことは難しい。 

本論の目的の一つは、執筆者が蓄積した民俗学的調査の結果から、ことわざが語られる

具体的な場面を例示し、この点について論じることである。それは、民俗学がことわざ研

究に於いて担うべき、「(特定)集団におけることばの創造性と動態に着目した研究5」の一

助となるはずである。 

 

 

２.先行研究の整理 

日本における本格的なことわざ研究は、哲学者の大西祝にはじまるとされる。それ以前

にも、ことわざの収集あるいは考察は行われていたが、独立した研究分野として確立させ

たのは彼の功績であろう。ことわざ研究の機運を更に高めたのは国文学者の藤井乙男であ

る。藤井は大西祝や船尾栄太郎の説を実践にうつした人物であると評価される6。『俗諺論』

の執筆だけでなく、『諺語大辞典』の編集、『諺苑』などの業績がある。藤井の事業は、日

本のことわざ研究に多大な影響を与えたといえる。現在でも、藤井の言説は、柳田国男と

並び、盛んに引用されている。古代日本文学を専門とする金子武雄は、自らより前にある

ことわざ研究家の学説を博捜し、独自のことわざ観を打ち立てた。他には、話者の感覚を

重視した庄司和晃などの研究を、研究史上の一つの画期として挙げることができる。 

このような研究史の発展は、ことわざの定義との格闘と同義であった。ことわざという



19 

 

概念の規定は非常に困難であり、まだ満足のいく定義は建てられていない。「いまだ完全な

る学術定義を下し得たる者なし。これ畢竟諺そのものゝ性質の然らしむる所にして、また

如何ともすべからざる也7」、と藤井が述べた状態から抜け出し切れていないことを、否定

できる研究者はいないであろう。ことわざ研究の現状について、時田昌瑞は次のように述

べている。 

 

 ことわざの定義ですが、ことわざには非常に複雑で雑多な要素が含まれているために、

それを定義するのは大変に困難です。ことわざとは何か、これに関しては昔からさまざ

まな議論があります。例えば、民俗学者の柳田国男はことわざを言葉の武器だとする武

器説、哲学者の大西祝は知識説、文学者の藤井乙男は貨幣説、古代文学研究の金子武雄

は批評説、教育学者の庄司和晃は論理発見説……どの説も当たってもいるし外れていま

す8。 

 

定義を重要視しないのも、一つの立場として有益であるが、論を進めていく上で最低限

の概念規定をしておく必要があるであろう。それでは、以上の学説を踏まえ、執筆者がこ

とわざの最重要要件と考えるものはなにか、それは通俗性(世俗性)である。先行研究にみ

られることわざの定義のほとんどには、ことわざは口承文芸であると認めている共通点が

ある。付け加えれば、それは世間に認められた口承文芸である。藤井はこれを貨幣に喩え、

金子はただの口承文芸ではなく、ことわざとは批評文芸であるという。 

   

 諺は、その政策の動機から言えば、あくまでも批評の精神によるのであって、知識を与

えたり、処世術を教えたりしようとする精神に出るものではない。こうして諺は教訓を

本質とするものではなく、批評を本質とするものであり、…中略…。それは多くの人々

の、長い間の実際の生活の体験によってえられた知恵にもとづく批評の結論なのである9。 

 

教訓は副次的なものであり、ことわざの本質は事象を批評することにあると金子は述べる。

そして、ことわざの特性は、集団性・流動性・口承性、にあるとする。このうち、前者二

つは、通俗性という概念に集約させることができるであろう。金子が通俗性を重要視して

いたことは、「多くの人々の、長い間の実際の生活の体験によってえられた知恵」と述べて

いることからも、窺い知ることができる。 

通俗性についての指摘は、早く本居宣長にも認められる。『古事記伝』のことわざに関し

て考察された部分の内容を、要約すると次のようになる。「ことわざ」の「こと」は「言」

であり、「わざ」は「童謡」「禍」「俳優」に現れている「わざ」と同義である。神が人に歌

わせるものを「和邪歌」といい、人の口を借りて心を言わせることばを「言和邪」という。 

従来の研究では、この言説や事態(コトワザ)と許刀和邪(コトワザ)の差異が議論の中心と

なってきた。しかし、本居が最後に付け加えた一文、「転りては、たゞ何となく世間に偏く

言ならはしたる言をも云なり、諺字は転れる方に当りて、本の意にはあたらず」もまた、

重要な意味を持っていると指摘できる。この部分は、ことわざが広く世間に浸透している



20 

 

ものである事実を、ことわざの元来の性質とは異なるとしながらも、是認しているからで

ある。藤井が、ホウエルの三要件に加えたポピュラリティ(通俗性)は、正しくこの性質に

あたる10。 

通俗性の重要性については、大島建彦が批判を込めた文章でまとめているので、以下に

ひいておく。 

 

 proverb や諺はもとより、わが国のことわざについても、「世話」などという名称のよ

うに、あきらかな世俗性を認めることができる。しかし、そのような世俗性は、とか

く軽んぜられがちであったために、もっともらしい格言が、むやみに珍重されてきた・

そこで、ある時期までは、この方面の研究も、もっぱら文献資料によって進められて

いた。残念ながら、本当のことわざの生命は、その記録化とともに消えうせるもので

ある11。 

 

大島もまた、記録化されたことわざは、その生命力を亡失した姿であると述べる。ことわ

ざ研究において、文献研究が必要不可欠な手法であり、ことわざの記録化という作業自体

も意義があるものであることは、疑う余地がない。しかし、米屋や大島などが呈した疑義

からも、研究対象として同一のものとして扱うには注意する必要があるであろう。そのた

め、本論では「ことわざの記録」を事例として取り扱わない。 

大島が指摘するように、ことわざを指す諸概念に共通して重要とされるのは、通俗性(世

俗性)である。通俗性という観点からみれば、昨今流行している創作ことわざは、ことわざ

と言えないもしれない。この問題は、伝承性という概念にも関わってくるものであろう。 

ことわざの存立要件として重要な通俗性のなかでも、他者の是認を得なければならない

という点が、最も重要な性質である。その是認は、成句の説明をして了解を得る類のもの

ではならない。タトエをタトエと認識しないものには単なるハナシとしか受け取られない

と、米屋は千葉県沿岸の農漁村の観察結果を用いて論じている12。 

執筆者は次のような体験をしたことがある。まだ駆け出しの頃、群馬県沼田市白沢町に

おいて、旅芸人の往来について聞き取り調査を行っていた際のことである。「お前さんもカ

ギダケワケしてみるか」と話者が笑いながら話したので、勢いで執筆者は「ええ、できれ

ば」と答えてしまった。その後、一騒動あるのであるが、意味を改めて教えてもらい得心

がいった。カギダケとは囲炉裏の自在鍵のことで、カギダケワケをするとは、分家をする

あるいは所帯をもつという意味合いであったのである。聞き手が、ことわざをことわざと

認識していない場合、このように会話に齟齬が生じるか、話者がことわざを用いることに

よって、聞き手に与えたいと願う効果は得られないのである。執筆者の体験からも、こと

わざを発信する者と受信する者の間に、生活基盤の共有がなければ、会話の中で用いられ

た成句は、ことわざ足り得ないということができる。成句が語る意味を説明する必要が生

じる場合、それはまだことわざではない。 

ことわざは、発信者と受信者の間で行われる承認のプロセスを繰り返し、説明が必要な

くなるまで突き詰めた結果、生まれたものである。このサイクルについて、柳田は「日本
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の俚諺の一つの特徴は、古いものをどしどし無くして新しいものを次々と制作し、同じ内

容でも新しい革袋を絶えず拵えて行く」と述べている13。山田厳子は、民俗学が扱うもの

は、生まれては消えていく慣用的な言い回しであると提言する。 

 

柳田國男のことわざに対するスタンスは時期によって揺れがあるが、初期の頃の問題

意識に立ち返るならば、民俗学が扱うべきものは、コミュニケーションの中で生まれ

てくる慣用的な言い回しであり、「生まれては消えていく」ものであろうと思われる。

それらがコミュニティーの中で生起するさまを、あるいはコミュニティーを超えて伝

播してゆくさまを捉え、その効力を具体的な談話の場で探ることが民俗学におけるこ

とわざ研究に望まれているといえる14。 

 

「(ことわざを)具体的な談話の場で探ること」は、山田が述べるように、民俗学が果た

すべき役割であろう。ただ、少しだけ彼女の発言に修正を加えるとしたら、ことわざは、

生まれては消えていくのではなく、必要がなくなったことわざの構成要素が再利用され、

また別のことわざの一部として蘇るものであるとしたい。Anti-proverb と呼ばれる類のも

のこそ、この典型である。 

 

 

３.ことわざの動的側面 

柳田や山田が指摘したように、ことわざには寿命がある。正確にいえば、ことわざの生

命力に限界があるのである。従来のことわざ研究においては、様々な要因による取捨選択

を乗り越え、今日まで姿形を変えていない(と思われる)ものに注目する傾向が強かった。

これは、何もことわざに限ったことではなく、民俗学界のある種の傾向であったといえる

かもしれない。しかし、ことわざが絶えず変化していることは自明の理である。一つ事例

を挙げれば、『宮本常一著作集 第 37 集 民話とことわざ』に収録されたことわざに関する

座談会では次のような会話がなされている。 

  

矢野 それから、「眼前のまつげ」というのがある。自分のことは自分が一番よく知って

いると威張るけれども、おまえのまつげは、おまえがいくら見ようとしたって見

えないじゃないか。…中略…。つまり、向こうの言葉でいえば「汝自身を知れ」

ということなんだけども、「汝自身を知れ」なんていわないで“眼前のまつげ”な

んてくるから、さあそいつを考えるわけでしょう。考えさせるところに非常な妙

味があて、「わかった！」というときは、はっきり自分のものになる。そういう味

なものは、ことわざの中に非常にあるように思うんですね。 

宮尾 いまの女の人は、眼前のまつげ見られますよ。 

並木 つけまつげですか。 

宮尾 男は見えないけれども、女は見えますな。つけまつげは、せっかくの格言までだ

めにしてしまう(笑)。 
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ことわざの鹹味について、日本のことわざが特に優れていることを力説する矢野に対し、

宮尾しげをの茶々が入る場面である。「せっかくの格言までだめにしてしまう」という発言

から、宮尾は宮本と同じく、ことわざあるいは格言の変化に否定的なようである。それ以

前に、彼らのことわざ観は、伝統と呼ばれるものを過度に重視していると言わざるを得な

い15。しかし、宮尾のことわざに対する立ち位置はともかく、つけまつげという道具の出

現によって、「眼前のまつげ」ということわざが、完全ではなくなったことを指摘したのは

流石である。この一言で、彼は一つのことわざがそのサイクルを終えようとしている様を

鮮明に浮き上がらせた。 

ことわざは人生全てに関係することを語るというが、とりわけ人間自体を語ったことわ

ざは、社会情勢の移り変わりに順応して激しく変化する。特に産業構造の変化や技術革新

がその変化を促す場合が多い。外的要因にあまり影響を受けず、長い間同じ姿が保たれて

いるような天気俚諺の類も、地球規模の気候変動などが起きれば、「眼前のまつげ」と同じ

ようになるであろう。種蒔坊主も、温暖化が進めば、春に顔を出さなくなるかもしれない。

近年の異常気象は、その到来を告げているようである。また、「眼前のまつげ」と同じ理由、

技術革新によって、種蒔坊主が姿を消す可能性も少なからず存在している。田植えの時期

を知らせることわざは、成句がことわざとなった時点から、気候条件が大きく変動しない

こと、稲作が露地において営まれる水耕栽培であること、以上の二点が存立要件となって

いるからである。 

ことわざはことわざである限り、常に正しいとされる因果を語っていなければならない。

そうでなければ、人々から、この成句が指す因果は是であるという承認が取り消され、通

俗性が消滅してしまうからである。従って、Fig1 のようなサイクルを運命づけられている。 

以上の考察からは、ことわざが語る

因果＝真理という等式にも疑問が生じ

る。辞典類の記載からは、この等式は

広く受け入れられている様に思う。し

かし、真理という強烈かつ明快な言葉

によって、ことわざの性質を誤認して

いる可能性はないのか、自問する必要

がある。“ Children and proverbs 

speak the truth”という題名の本を記

した Mieder でさえ、「さまざまな文脈

の中で異なる解釈が生じる16」ことを、ことわざの特質として認めている。異なる解釈が

生じるもの、果たしてそれは真理と呼んでもよいものなのであろうか。ことわざが語るも

のは真理であるという規定をするのに、ことわざ研究初期の学者が、どれだけの注意を払

っていたのか、金子の記述から読み取ることができる。 

 

西洋の proverb に対する西洋人の定義的な見解(筆者註：世俗に受け入れられた真理を

Fig1.ことわざのサイクルの簡略図式 
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語る短い句)を見ると、すでに示してきたような、明治以来の人々の見解――「俗諺の

採集」の筆者・大石祝氏・藤井乙男氏・有原末吉氏などの見解――は、すべてこれら

がそのまま用いられているか、あるいは多少の補いがなされているか、そのどちらか

であることが知られるのである17 

 

異なる文化的コンテクストで育まれた概念を、全くの同一物として用いることの是非もあ

るが、肝心な点は proverb の truth を、そのままことわざに適応していたという事実であ

る。そのため、ことわざの概念規定をする作業の過程において、真理という要件が殊更強

調されてしまったと推測される。 

ことわざ研究初期の学者も、真理を語ることがことわざの一つの特質と認めながらも、

ことわざの本質全てを真理という概念に還元をしているわけではない。それは、「一石二鳥」

と「二兎追うものは一兎も得ず」のように、互いに背反する因果を語ることわざが無数に

存在しているからである。ことわざ研究者の多くは、ことわざの備える矛盾性あるいは両

義性という表現を用いて、この問いに対してアプローチを行っている。 

 両義性について、北村孝一は、「君子危うきに近寄らず」と「虎穴に入らずんば虎児を得

ず」、「石橋を叩いて渡る」と「当たって砕けろ」、二組の相反することわざの例を提示し、 

 

（その選択は）、必ずしも合理的なものではなく、むしろ直観的で、時には不合理であ

り、実存的ないし動物的なものである。科学的真理へのアプローチよりも人間的真実

に迫り、合理的判断よりもむしろ個としての決断を下すものと思われる18。 

 

と述べている。北村の言は、人はある種の事象に直面した際、自分が望む結果を示したこ

とわざを選択する、と言い換えることができるであろう。 

北村が描くことわざの論理構造の素描は以下のようなものである。(１)社会性(世間が認

めた知恵→引用の意識)（２）無名性（引用だが、誰が言い出した言葉か、わからないのが

ふつう）（３）非体系性（ことわざには、順序や序列がない）（４）相互矛盾（「渡る世間に

鬼はない」「人を見たら泥棒と思え」→ことわざの一面性）。（２）（３）については、少々

疑義を挟みたい気持ちもあるが、本論の問題意識から離れているので触れないでおく。本

論の問題設定からは、(１)と（４）が重要な提言であるといえる。 

以上のように、ことわざの概念規定には問題が山積であるが、執筆者のことわざに対す

る立場は、辛うじて表明できたと信じたい。依って、概念自体の考察については、この程

度に留めておき、具体的な事例を用いた存立要件および特質の考察へ論を進める。 

  

 

４.ことわざと生活基盤 

 ことわざがことわざ足り得るには、理解を共有可能にする基盤の存在が重要であること

は既に指摘した。それと同時に、ことわざのサイクルを決定づけるものも、また生活基盤

である。一つ事例を挙げて、説明を試みよう。 
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静岡県湖西市入出には、「ヘソのある魚はよく跳ねる19」ということわざがある。入出は

浜名湖西岸に位置する漁村で、徳川家から与えられた永代漁業権によって、近年まで浜名

湖北部の漁業を独占していた集落である20。この集落では、ボラを好んで食す習慣があり、

東海地方の各地で見られる混ぜ飯の他、ボラでとった出汁でトロロを食べるといった利用

法をする。ボラを食用として用いる際、好まれる部位の一つにヘソがある。浜名湖岸の特

定地域においては、ボラの幽門をヘソと呼ぶ習慣があり、この成句がことわざとなるのは、

魚がヘソをもつ地域に限定されている。つまり、生活基盤が共通している人々から離れて

は、ことわざの生命力は失われてしまうのである。 

東海地方においてボラの消費が減衰した今でも、ボラを専門にとる漁師が入出町には残

っているが、生活基盤との強固な結びつきを次第に失いつつある。現在、ボラを捕る漁師

は、片手の指ほどしかいない21。その理由は、ボラの価格が 1980 年代後半を境に大暴落し

たことと、浜名湖の水質悪化にあると推測される22。愛知県内の鮮魚店において、冬にな

ると見かけるボラの刺身は、その産地のほとんどが兵庫県である23。昭和末期まで、ボラ

が生活基盤の重要な位置を占めていた入出でも、今日ではボラが姿を消しつつある。子供

達は、ボラは臭くて嫌だということで、ほとんど口にしないという。 

それでは、まだ生活の中にボラが存在している人々は、どのような文脈で「ヘソのある

魚はよく跳ねる」ということわざを用いるのであろうか。それは、主としてボラ漁につい

て語る場面において登場する。ボラは水面をはねてばかりだから、取るのは簡単であると

思っている人は少なくないであろう。しかし、「ヘソのある魚はよく跳ねる」から、ヤリス

ケ(群の中で特殊な一匹)を見極め、うまく網をいれないと逃げてしまう入出の漁師は語る。

浜名湖東岸にある競艇場でも、ボラと選手の衝突事故を避けるため、入出の漁師へ定期的

に駆除を依頼している。このことからも、ボラを捕獲するのは、如何に難しいかが窺える。 

浜名湖においては、ボラを含む魚類を捕獲する際、囲目網という網を用いていた24。こ

の囲目網、浜名湖特有のもので、1930 年 5 月 1 日に昭和天皇が御覧になったこともある。

この天覧囲目網が浜名湖のボラに更なる付加価値を与え、最盛期には囲目網を見物しにや

ってきた人で、文字通りお祭り騒ぎだったという25。観光資源としても、ボラが生活の一

部に根差していたことを示すハナシである。 

このハナシからもわかるように、近代までは浜名湖全体がボラで潤っていたのであるが、

先述したように、入出や村櫛半島などの一部を除き、ボラを常食とする習慣がない、ある

いは早くに姿を消してしまっている。入出から少し離れた白須賀という地区で聞書きを行

った際、「ボラなんて下魚食わんだに」といわれたときは、驚いたものである。白須賀は東

海道の宿場町の一つであるから特別であるかとも考えたが、他の地区でも同様であった。

これらの地域では、トロロを食べる際の出汁は、もっぱらカツオでとるそうである。入出

に嫁へ来た女性が、トロロをカツオ出汁で作って、姑からこっぴどく怒られたと話したこ

とからも、入出の人々はトロロとボラを一緒に食べることに、何らかのこだわりがあった

ようである。以上のことからは、ボラが強固に生活基盤と結びついた入出から離れると、

「ヘソのある魚はよく跳ねる」は、単なるハナシとしか受け止められないということがわ

かる。 
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ところが、焼津港周辺まで東進すると、「ヘソのある魚はよく跳ねる」という成句が、こ

とわざとしての生命力を取り戻す可能性が生じる。漁業という生業が共通しているという

点、ある種の魚の特定部位をヘソと呼ぶ文化が両地域に存在していることからである26。

実際のところ、「ヘソのある魚はよく跳ねる」という成句を、焼津周辺において用いたとし

ても、おそらくは説明が必要となるであろう。そして、ヘソのある魚は、ボラではなくて

カツオである。依って、仮にことわざとして存在していたとしても、入出のそれとは、自

ずから意味合いが異なってくる。その場合、やはり「ヘソのある魚はよく跳ねる」という

ことわざは、入出という集落(生活基盤)のことわざということになるのであろう。ことわ

ざを理解するためには、ことわざが用いられた文脈だけでなく、その文脈を生成する生活

基盤を把握することが、何よりも肝要であることを本事例は示している。 

 

 

５.「春駒をやって一人前」ということわざが存在する生活基盤 

それでは、「春駒をやって一人前」とは、どのような生活基盤に根差しているのであろう

か。このことわざが話される川場村門前地区は、群馬県北西部、武尊山を臨む行政村川場

村を形成する自然村の一つである。人口は 2015 年 9 月現在で 3,390 人、総面積 85.29 ㎡

のうち、耕地はわずか 7％で、村の 98％は山林原野が占めている。この地では、養蚕業が

盛んに行われており、古くは正徳二年の訴状まで遡れるという。『川場村誌』には、村内の

養蚕状況について次のように記されている。「養蚕は本村の主要なる産業で、一九五五年度

に於ける養蚕戸数六百二十戸に上り、世帯数の八割を占め農家の約九割に及んでゐる27」。

この養蚕と深く結びついていたとされるのが、民俗行事春駒である。春駒は川場村の門前

地区に伝わる行事で、地区の若者が女装をし、地区内の家々を門付してまわるものである。

本来、旅芸人が生業としていた春駒を、なぜ地区の行事として行うようになったのかは、

本論の問題設定と些か距離があるので、割愛させて頂く28。 

重要なのは、春駒が定着した後に、村内で果たすことになった機能である。春駒に参加

することは、門前に生まれた男性の一種の義務であるとされてきた。また、女性も裏方と

して着付けや化粧、食事の用意などを行わなければならない。従って、門前の住民の多く

は、必然的に春駒へ関わることになる。たとえ、演者側として参加しなくても、女装した

青年が門付で自宅を訪ねてくる際に、迎え入れて歓待しなければならないのである。門付

の最後に渡される桑の小枝を、豊蚕・豊穣をもたらす御守として一年間神棚に飾っておく

必要があるとされるが、それは理由の一つでしかない。特に、養蚕業の廃絶以降は、村落

内の政治的力学が、彼らを春駒に参加させる動因の大きな部分を占めるようになってきて

いる。 

 春駒を実施するにあたっては、かなりの労苦を伴う。この労苦が、「春駒をやって一人前」

ということわざの誕生に深く関わっている。2 月 11 日、寒さに震えながら日の出から日没

まで、地区内の家々を一軒ずつ門付するのは大変なことである。執筆者も毎年参加してい

るが、寒さと疲れに加え、訪れた家で振舞われる歓待の酒によって、次々と倒れていく青

年達を目にしない年はない。無事に地区内をまわり終えた後、集会所に集まった時の彼ら
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の顔は誇らしげである。 

 それにもまして苦労するのは、春駒を習得する過程にある。春駒の練習が本格的に始ま

るのは年が明けてからのことである。記録媒体が普及してからは、農作業をしながらカセ

ットテープで覚える、トイレの壁に歌詞を張り付けるなど、印刷物・電子記録媒体を利用

した記憶方法が可能になったが、それまでは先輩からの口頭伝承が基本であった。そのた

め、必然的に世代間の交流が増え、様々な面における教育が行われる。春駒の練習の場が、

村落生活の規律を学ぶ場も兼ねていたのである。その結果、春駒をやることが、門前地区

で一人前になるという論理の結合が起きた。この点においては、村落社会での生き方を規

定しているものの一つが、ことわざであるという従来の見解と相違はない。そのことを表

している住民の話を一つ挙げておく。 

   

S さん(男性 68 歳 門前地区在住) 

おれらんときは、もっと声が出てて元気だった。今と違って暖房器具も揃っていないな

か、毎晩のように練習したもんだ。寒いから、酒や砂糖湯を飲みながら練習をした。砂

糖１㎏を水に溶かして囲炉裏で温めて作った砂糖湯を飲みながら、皆でする練習はとて

も楽しかった。門前に生まれたからには、春駒をやるのが当たり前だった。 

 

春駒当日に、執筆者が門付一行の歓待を終え、焚火で暖をとっている男性から伺った話で

ある。彼は今の春駒を批評してから、誇らしげに自分達が行った春駒について話し始めた。

辛くも楽しい練習を思い出しながら、門前で生まれ育った男性は春駒をやらなければなら

ない、と饒舌な語り口であった。大分様変わりしたが、現在でも、春駒をやるのは門前に

関わりがある男性であるというのは変わらない。それは、春駒が門前地区において、村落

構造を維持する機能を、まだ果たしているからである。従って、「春駒をやって一人前」も、

ことわざの記録、もしくは次のことわざの材料となってはいないのである。 

2016 年の参与観察では、1 月 5 日から 2 月 9 日まで、練習が週三回ほど行われ、一回の

練習が大体 2 時間程度であった。演者の中には、仕事の都合で練習にほとんど参加しない

ものもいた。かつては、時期が近づくと毎晩のように練習し、練習に参加しないようなも

のなら、家まで迎えに行ったという。この時代に春駒を経験した男性に聞書きを行うと、

最初は「冬場何もやることがない夜に、仲間が集まるので楽しかった」という類の答えが

返ってくる。しかし、何度も足を運ぶうちに、声を潜めて「実は先輩たちが怖くて仕方な

かった」「先輩が同窓に激怒して杯を投げつけたときは肝が冷えた」など、辛い体験であっ

たと語る人も少なからず現れてくる。労苦を伴う期間を同世代の人間と共に過ごすことに

よって、門前では「一人前」になっていくとされてきた。それは同時に、ムラで一人前に

なった先輩たちの経験を、成員になる若者が追体験する過程でもある。この過程において、

若者たちはムラの上下関係や不文律のルールを学んでいく。このような土壌に、「春駒をや

って一人前」ということわざは芽吹いたのである。 
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６.ことわざが語るもの 

前節で提示した基本情報からは、「春駒をやって一人前」ということわざが、門前地区で

の生き方を規定するものであると理解できる。大方の意味は、春駒をやれば門前地区で成

員として認められるが、もしもやらなければ一生半人前扱いは免れない、といったような

ものになるであろう。ところが、ことはそう単純ではない。ことわざが根差す村落社会や

ことわざ自体が動的なものであるからである。金子が想定した流動性はどの程度のものか

は詳らかではないが、一連の会話の中でも変化を示すように、ことわざは動性に富んでい

るものである。執筆者の聞き取り調査においては、一連の会話の中で次のような変化が確

認された。 

 川場村で聞き書きを行っている際に、春駒がもつ意味について尋ねると、大概は豊蚕祈

願か一人前になるためのものといった返答が返ってくる。しかし、春駒は一年に８人しか

演じることができないので、当然、演者以外の男性がどのようにしてムラの成員として認

められるかという疑問が生じる。そのことについて問うと、大抵の場合は少し逡巡した後、

「春駒か消防団をやって一人前」といったような答えが返ってくる。執筆者が投じた疑問

に応じて、話者がことわざを変化させたのである。面白いことに、門前地区以外で生まれ

育ち、春駒をやったことがない人々へ、春駒が村落(川場村)で持つ意味について尋ねても、

同様の答えが返ってくることが多い。しかし、彼らは生活基盤の存在は知っていても、実

際には体験していない。そのゆえ、説明を必要とする場合が多く、成句を用いて門前の春

駒について、ハナシをしているだけといえる。 

また、「春駒をやって一人前」ということわざには、北村がことわざに内在する論理とし

て提示した「個としての決断」は適さない。何故ならば、「個の考え方」を生活共同体の総

意が規定している可能性が高いからである。有体に言えば、住民間に働く力学的関係の影

響があるからである。通常、外部の人間には、このことわざが体現している肯定的な側面

しか示されない。それは、春駒の練習に対して感想を求めた際、多くの人間が、最初は楽

しい思い出しか話さないことに現れている。 

門前地区には、詳らかにできない地区内事情や極めて個人的な理由で、春駒にどのよう

な形でも寄与せず、地区の成員になる男性も存在している。従って、このことわざが語る

のは、少なくとも真理ではない。門前地区に住み続けながら、春駒に寄与しない方法は存

在する。寄与しない理由の如何によって、成員となった後の評価は、「月とすっぽん」では

あるが、捻じ曲げることのできる規則なのである。その道をとったものは、大部分がネガ

ティブな評価を受け、村内で要職に就くことなどが困難となる実情もあった。しかし、第

二次世界大戦後の混乱や高度経済成長期の就業形態の変化などが、この構造を直撃し、現

行の状態への変化を余儀なくさせた。かつては、役場が休暇依頼を演者の勤め先に渡して

いたほど村落生活に根差していた春駒は、いつのまにか生活基盤から乖離し、必要不可欠

のものではなくなってしまったのである。 

ここまで、ことわざが語るものと実際の村落生活の差異を論じてきたわけであるが、こ

のことわざが、門前の生活における真理を語るものでなければ、一体何を語っているのか。

それは、村落社会の理想状態であるといえる。そもそも、春駒をやった人間だけが一人前
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となる社会は、観念上にしか存在しないことは明らかである。この理想状態の核となるも

のは、春駒の練習をしたことがある男性、彼らの共有する経験の集合体である。この経験

の集合体は、時間の流れとともに蓄積され、やがては一つの言葉として収斂されていく。

その言葉が語るものを他の地区民が是認したとき、「春駒をやって一人前」という成句が、

ことわざになったのである。一線を引いた住民たちが、現在の村落社会の状態を批評しな

がら、あるべき姿であると制定した生活が、「春駒をやって一人前」ということわざによっ

て語られるものなのである。そこには、当然自分達が経験してきた村落生活の実態と少な

からず乖離が存在する。何故ならば、現状の村落生活に対する批評の文脈で語られた理想

状態であるからである。ことわざを通して求める因果は、決して真実ではなくてもよいの

である。 

さらに関心をひくのが、村落生活の理想状態を語ることわざを形成する重要な要素とな

っている春駒、さぞ長い時間が積み重ねられているのかと思えば、その歴史は比較的浅い

という事実である29。柳田が、「なぞとことわざ」で「ながい年月のおおぜいの経験をつみ

重ねて、もうたいてい確かだと思うことだけ30」が、ことわざであると述べていることに

疑問符を投げかける事例である。春駒が門前に伝わったのは、早くても明治時代末期のこ

とである。このことわざが生まれたのは、それよりもかなり後のこととなる。つまり、こ

のことわざは誕生してから日が浅く、そして今、その寿命は尽きようとしているのである。 

実地調査で得た知見は、ことわざは「古くからある言い慣わし」という共通認識も訂正

する必要があることを示している。ことわざを構成する骨組みのようなものは、古くから

存在していたとしても、構成要素は環境にあわせて絶えず変化している。「春駒をやって一

人前」の場合、村落社会の構造が大きく変化したことによって、その生命力を失いつつあ

る。執筆者は、春駒をムラの芸能あるいは行事として、現在まで伝える数少ない村落を調

査しているが、他村落では「春駒をやって一人前」といった類のことわざは存在していな

い。たとえば、新潟県上越市三和区岡田では「あそこのニイ(兄)はろくに踊りも踊れんで」、

山梨県甲州市塩山では「(春駒の練習からは)逃げも隠れも出来ん」といった、ことわざが

存在していたことを示唆するハナシは確認できるが、具体的な会話の文脈の中で、成員認

証のことわざが会話の文脈に登場することはない31。それは、春駒が村落構造から遊離し、

構造を維持するのに必要な機能を担っていないからである。門前以外の土地では、変化を

遂げた村落構造が代替品をも求めなかったのである。 

当然のことながら、門前地区においても、村落構造の変化は絶えず起こっている。生業

形態の変化などに起因し、春駒はやって当然の存在から、頼んでやってもらう存在へとな

った。依然として、春駒が門前地区内で持つ意味は大きいが、目的と手段の逆転がはじま

り、行事自体の保存存続の為に行事を続けるようになってきている。それ故、春駒という

一つの基準を用いて、地区内の人々が語りあう理想社会も、変化し始めている。従って、

理想社会実現への因果を語る「春駒をやって一人前」も、変化をすることになる。 

この数年で、春駒を新たに経験する男性の中に、門前の女性と結婚して地区内に所帯を

構えた男性が増えた。その理由は、「入り婿でも春駒をやるとムラんなかでの信頼が違う」

からであるという。つまり、新たに地区に加わる人間が、信頼を得るための機能が強くな
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ってきているのである。この春駒の変化に合わせて、ことわざも「門前に家を建てるなら

春駒をやれ」とでも姿を変えるのかもしれない。ことわざは、人間生活に関係するものを

表現した口承文芸である。人間生活自体が変化するものである以上、ことわざが変化しな

いはずはないのである。 

 

 

７.概括 

 以上から、「春駒をやって一人前」ということわざが語るものは、「村落社会の理想的状

態」であると結論づけられる。一般的なことわざまで、この結論の普遍化を試みれば、こ

とわざは話者が望む因果の関係を表現するものである、と規定することができる。それゆ

え、一石二鳥と一兎追うものは二兎を得ずという背反した事象を語ることわざが併存でき

るのである。結論を普遍化するには、更なる手順が必要であることは承知している。しか

し、少なくとも「春駒をやって一人前」ということわざが語るものは、経験の共有によっ

て規定された門前地区における生活の理想形へ至る因果関係である、と参与観察で得た知

見から述べることができる。因果を語る以上、ある種の批評が必要になる。それゆえ、「こ

とわざは批評の口承文芸」という金子の結論と似通った結論に感じるかもしれないが、飽

くまでも、批評は因果を語る際に必要な手順であり、批評そのものが目的でないという違

いがある。酒飲みの人間ばかりが、「酒は百薬の長」と口にするは典型的な事例であろう32。 

また、ことわざの記録化や伝承性という概念について、文脈や生活基盤を重要視する観

点からは、再考を促さなければならないことも指摘した。ことわざが語る対象の多くが、

人間生活に関係しているものであると規定するのであるのであれば、ことわざが変化する

という言説は、至極真っ当な帰結の結果である。ことわざは、それが存在する環境に左右

されやすい。批評すべき事象が現前したとき、話者が考える正しい因果関係を語ることわ

ざが選択され、会話の中で口にされるからである。口承文芸である以上、文献資料を用い

る研究だけでは理解に不足が生じる。観察を通じ、話者が、この場面でこのことわざであ

ると感じた文脈自体や、その文脈を生成した生活基盤の把握が肝要なのである。会話とい

う具体的な場面を構成する要素を削ぎ落として、成句だけを抜き出しても、資料として十

全とはいえない。 

最後に、ことわざの性質の中で、最も重要であるのは通俗性であると改めて主張したい。

ことわざをことわざ足らしめるもの、それを一つだけ選べと迫られれば、執筆者は迷うこ

となく通俗性であると答える。ことわざは、話者が望む因果を語る口承文芸であるが、話

者が存在するということは、聞き手となる他者が存在しなければならない。そしてそれは、

主に会話という形式の中で発現する。この際、聞き手がこの成句はことわざであると認識

しなければ、単なるハナシとして膨大な会話の中に埋没していく。「ヘソのある魚はよく跳

ねる」ということわざの事例は、端的にそれを示している。ことわざとなる成句は、同一

の文化的背景をもつ発信者と受信者の間で行われるコミュニケーションに生じるものであ

る。両者のコミュニケーションの中で萌芽したものは、二者間から他者間へ、やがて世間

と括られる集団の中におけるコミュニケーションの反復を経て、ことわざとなるのである。
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何を措いても、世間でことわざと認知されなければ、その成句は如何に素晴らしいもので

あろうと、ことわざ足り得ないのである。 
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