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要旨 

｢雷の多い年は豊作｣という俗信、あるいはことわざの意味を、現代においては、雷とい

う高電圧大電流の場の中で大気中の窒素分子と酸素分子の結合によって形成される窒素酸

化物が、雨によって地中に浸み込み窒素肥料の役割を果たすため農業の生産性を高めると

説明している。他方、雷の多い年は高温が続き、雷の原因となる積乱雲が発達しやすいと

解釈することも可能である。この考えによれば、単に天気がよいから豊作になるという説

明になる。本論文では、大気中の窒素分子から窒素化合物を作る窒素固定の歴史を振り返

ると共に、｢雷の多い年は豊作｣あるいはそれに類似する俗信、またはことわざの歴史を調

査することによって、それらの俗信やことわざが科学的知識に影響を受けて作られたか否

かについて考察する。最後に、これまで俗信に分類されてきた｢雷の多い年は豊作｣を、こ

とわざとして分類すべきことを提案する。 

キーワード 俗信「雷の多い年は豊作」 科学的根拠 肥料の歴史 俗信の歴史 

 

Abstract 

Concerning a Japanese popular belief “In the year of frequent thunders, we 

have a good crop of rice”, the meaning is interpreted at present in such a way 

that the nitrogen-oxides, combined by nitrogen and oxygen molecules in the air 

through the induction by strong current of lightning, fall down in the rice 

field and act as fertilizer leading to an abundant harvest.  An alternative 

explanation says that a long hot weather causes ascending air current resulting 

in thunders and brings about an abundant harvest.  That is, a good weather leads 

to an abundant harvest.  The first explanation is based on the scientific 

knowledge about the nitrogen fixation.  The aim of the present paper is whether 

the above mentioned Japanese popular belief is composed under the scientific 

knowledge, or it is simply composed through the experience of farmers that the 
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frequency of thunders is related to the amount of harvest.  For this end, the 

history of the nitrogen fixation and also the history of the mentioned popular 

belief or the related ones are reviewed, and it is concluded that the popular 

belief is not based on the scientific knowledge, but comes from the experience 

of farmers.  Finally it is asserted that the above mentioned popular belief 

should be classified into the proverb. 

Keyword: popular belief on thunder and rice harvest. Scientific grounds. History 

of nitrogen fixation. History of the popular belief. 

 

１.はじめに 

宮沢賢治の童話「グスコーブドリの伝記」1)の「七 雲の海」の冒頭近くに次の記述が

ある。 

次の年の春、イーハトーヴの火山局では、次のようなポスターを村や町へ張り

ました。 

「窒素肥料を降らせます。 

ことしの夏、雨といっしょに、硝酸アムモニヤをみなさんの沼ばたけや蔬菜ばた

けに降らせますから、肥料を使うかたは、その分を入れて計算してください。分

量は百メートル四方につき百二十キログラムです。 

雨もすこしは降らせます。 

旱魃の際には、とにかく作物の枯れないぐらいの雨は降らせることができますか

ら、いままで水が来なくなって作付しなかった沼ばたけも、ことしは心配せずに

植え付けてください。」 

それに続いて、硝酸アンモニヤを降らせる描写がある。 

受話器がジーと鳴りました。ペンネン技師の声でした。 

「……下のほうのしたくはすっかりいい。雨はざあざあ降っている。もうよかろ

うと思う。はじめてくれたまえ。」 

 ブドリはぼたんを押しました。見る見るさっきのけむりの網は、美しい桃いろ

や青や紫に、パッパッと目もさめるようにかがやきながら、ついたり消えたりし

ました。ブドリはまるでうっとりとしてそれに見とれました。そのうちにだんだ

ん日は暮れて、雲の海もあかりが消えたときは、灰いろかねずみいろかわからな

いようになりました。 

…… 

受話器はジーと鳴りました。 

「こっちではだいぶ雷が鳴りだして来た。網があちこちちぎれたらしい。あんま

り鳴らすとあしたの新聞が悪口を言うからもう十分ばかりでやめよう。」 

 ブドリは受話器を置いて耳をすましました。雲の海はあっちでもこっちでもぶ

つぶつぶつぶつつぶやいているのです。よく気をつけて聞くとやっぱりそれはき

れぎれの雷の音でした。 

次の「八 秋」の冒頭には、硝酸アンモニヤを降らせた結果が記されている。 
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その年の農作物の収穫は、気候のせいもありましたが、十年の間にもなかった

ほど、よくできましたので、火山局にはあっちからもこっちからも感謝状や激励

の手紙が届きました。ブドリははじめてほんとうに生きがいがあるように思いま

した。 

「七 雲の海」で引用した最後の文章からブドリが押したぼたんは雷発生装置のぼたんで

あったことがわかる。雷を発生させて硝酸アンモニヤを降らせ、沼ばたけ（田んぼ）や野

菜ばたけに窒素肥料を撒く。秋にはその効果が農作物の高収穫という形で現れ、人々から

感謝される。 

 「グスコーブドリの伝記」は空想の童話に思えるが、雷発生装置のからくりを不問に付

せば実は科学的な根拠がある。それが、「雷が多い年は豊作」の解釈に他ならない。 

現代における情報交換の場として広く活用されているインターネットを検索して、「雷

が多い年は豊作」の解釈を調べてみよう。十中八九が雷により窒素と酸素が結合して窒素

酸化物が作られ、その窒素酸化物が地中に染み込み窒素肥料として働き、農作物特に米の

収穫が上がると説明している。まれには、雷が多い夏は温度が高いため積乱雲の成長しや

すい条件が頻繁に起こるから、夏の暑い年は豊作になると解釈する説明に出くわすことも

ある。前者の立場を取る説明が書物にも掲載されている。難関受験教育のエキスパートで

ある小林公夫氏はその著書の中で次のように述べている。2） 

雷は古来から稲妻と呼ばれているように雷の多い年は農作物が豊作になると言

われてきました。それは、大気の約 80％を占める窒素と約 20％を占める酸素に

雷が化学変化を起こさせるからなのです。雷の化学変化で両者が結合し、窒素酸

化物が合成され、これが雨に溶けて、地上に降り注ぐのです。植物の肥料の 3要

素は何でしょうか。窒素、リン、カリウムです。つまり、この窒素酸化物が天然

の肥料となり、稲をはじめとする作物の生育を促すのです。（正確には、地面に

降り注いだ雨水に溶けた窒素酸化物が地中に入り他の物質と化合し硝酸塩となり

作物に吸収されるのです）。 

ここに掲げた小林氏の文章を理解する上で問題点を整理したい。まず冒頭にある「雷は

古来から稲妻と呼ばれているように」は説明を要する。辞書により稲妻の意味を調べると

「稲の夫（つま）の意。古代信仰では、稲の開花の頃稲妻が多いことから、これによって

稲が実るとされていた。」3)、あるいは「稲の夫（つま）の意、稲の結実の時期に多いこ

とから、これによって稲が実るとされた」4)とある。古来、｢つま｣は男性(夫)に対しても

女性(妻)に対しても使われた呼称であった。そして「いなずま」はもともと｢稲の夫｣の意

味に使われていたことになる。つまり、開花の時期、あるいは結実の時期に雷が多いか

ら、受粉や結実は雷のお陰と考え、雷を稲の夫と見たということになる。これを古代信仰

と見るか、農業従事者の受け取り方と見るかは意見の分かれるところであろう。なお、稲

の開花と受粉は 1時間程度で終了する時間の短さを考慮すると、1カ月ほどの期間を要す

る稲の結実が、雷によって稲が実るとの表現としては現実に合っていると考えられる。両

辞書の表現は共に、稲が実るご利益、効用が雷にあるとの認識を示してはいるが、雷が稲

の増産に結びつくと理解する意図は見えない。 

農業従事者を中心とした人々の稲妻に対する理解を述べた後に、小林氏は「雷の多い年

は農作物が豊作になると言われてきました。」と続け、さらにその理由を科学的に説明す
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る。雷により、大気中の窒素分子から窒素酸化物が作られ、それが雨とともに地中に染み

込み窒素肥料として働き、米の収穫量を増すとの説明は理に適い、現代人には受け入れや

すい。「雷の多い年は豊作」という俗信、またはことわざは、すぐ前に述べた稲妻の説明

とは異なり、雷による生産性の向上を述べているから、肥料として機能する窒素酸化物の

雷による生成は、「雷の多い年は豊作」に対する合理的な解釈に違いない。 

しかしながら、「雷の多い年は豊作」あるいはこれに類似の表現は、果たして上に述べ

た科学的知識の影響を受けて作り出された、あるいは読まれたものなのであろうか。それ

とも、もっと単純に農業従事者の年ごとの豊作や凶作の経験とそれぞれの年における雷の

多寡の関係をもとに直感的に感じた内容を後世に伝えたのだろうか。青木敬一郎氏はその

著書「栃木のお天気ことわざ…21世紀との接点」5)において、雷による窒素酸化物生成の

立場を取らずに「雷の多い年は豊作」あるいは栃木に伝わる他の表現「雷の多い年は米が

とれる」を説明している。高温の夏は雷が多い。稲は南方原産だから高温を好む。したが

って夏に雷雨が多いほど豊作になる、との説明をしている。きわめて単純な論理である。

この単純な論理を支持するデータも青木氏は示している。宇都宮測候所が明治 27年以降

33 年にわたる資料から「雷雨日数と稲の反当り収量」とに正の相関がみられたと報告し

ている。他の計算では熱雷の多い北関東 4県の平均相関係数は+0.640と、かなり密接な

関係の存在が示されているという。これに対応することわざも残されている。「夏の夕焼

けは秋の豊作」6) 。もちろん、このことわざが栃木県のものではないが、暑い夏の一日

が終わり、ほっとして夕焼けを眺める風景と、来るべき秋の豊作への期待が重ね合わされ

て読まれている。兵庫県赤穂地方には、「土用によく照れば、米がよくできる」7）との俗

信も伝えられている。これら二つは、単純に夏の好天と秋の豊作を結び付けている。 

ところで、大気中の窒素から窒素化合物を作ることを、一般に窒素固定という。窒素分

子は非常に安定であるため、容易に化合物を作らない。しかし雷という、高電圧の場の中

で、大電流の放電が起こるときには、大気中の窒素分子は窒素イオンとなり、同じように

イオン化した酸素との反応性が高くなる。その結果として窒素酸化物が生成されることに

なる。これは、雷による窒素固定である。また、普通、生物は大気中に多量に含まれる窒

素を直接取り込むことは出来ない。窒素化合物の形で取り込む。しかしある種の生物は直

接大気中の窒素分子を取り込むことができる。豆類の根に寄生する根粒菌は、大気中の窒

素を有機窒素化合物に変換し、豆に提供するとともに、豆からは光合成物質を受け取り、

豆と共生している。同じように、アゾトバクターという微生物は、大気中の窒素を地中に

固定する。根粒菌やアゾトバクターなどによる窒素固定を生物的窒素固定と呼ぶ。これら

に対して、工業的に大気中の窒素を固定する方法を化学的窒素固定と呼ぶ。化学的窒素固

定に関しては次章でやや詳しい歴史を述べる。 

本研究では、「雷の多い年は豊作」の意味が、宮沢賢治の「グスコーブドリの伝記」以

来、もっぱら窒素固定による増産と解釈されてきたが、この句の成立に科学的な知識が影

響を与えているかを検証する。検証には、化学的な窒素固定の歴史と、「雷の多い年は豊

作」あるいはそれと同等の句の成立過程を比較する方法を採用する。こうすることによっ

て、「雷の多い年は豊作」あるいはそれと同等の句が科学的知識の影響を受けて成立した

可能性を垣間見ることができると考えるからである。最後に、これまでどちらかといえば

俗信に分類されてきた「雷の多い年は豊作」はことわざに分類すべきことを提案する。 
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２．化学的窒素固定の歴史 

この章では、雷による窒素固定の歴史を交えながら、肥料や化学的な窒素固定に関する

歴史を振り返る。 

雷は、大気中で起こる激しい放電現象であることは今なら誰もが知っている。そうと承

知していても、落雷に伴う轟音、得体の知れぬ閃光に遭遇すれば、戸惑いを覚え、時には

恐怖さえ感じる。雷の原因を知らない昔の人にとって雷は恐怖の対象以外の何物でもなか

ったであろう。まさに「神鳴り」として恐れおののくよりほかなかった。その雷の化けの

皮の最初の一枚を剥がしたのが Benjamin Franklin であった。雷雨の中でたこを飛ばすと

いう危険極まりない実験を敢行し、たこから伸びたワイヤーをライデン瓶に繋ぐとライデ

ン瓶が反応することから雷は電気現象であることを発見した。1752年のことである。も

ちろん、この時点で雷による窒素固定が明らかになったわけではない。 

ヨーロッパでは、産業革命による人口増に対応して農業生産性を高めるためチリ硝石の

輸入を開始した。8）1820年から 1830年のことである。チリ硝石は、窒素肥料として利用

されるだけではなく火薬の原料としても使われた。19世紀末には年間 100万トンを超え

るチリ硝石をヨーロッパは輸入していた。チリ硝石は天然資源であるからその有限性が当

然懸念される。世紀末の 1898年、英国の物理学者、化学者の William Crookes は、天然

資源であるチリ硝石の有限性を考慮すると、人口増による食糧危機が間近に迫ることに警

鐘を鳴らし、空中の窒素固定による肥料製造の必要性を訴えた。真の科学者は問題の本質

を見抜き、その時点で必要な事柄を適切に提案することを、Crookesの例は示している。 

Crookesの問題提案はすぐに実行に移された。4年後の 1902年、ノルウェイで電弧法に

よる窒素の固定に成功した。9）実業家の Samuel Eyde の提案を受け入れた物理学者の

Kristian Birkelandが実験を行い、すぐに実用化した。Birkelandは、極地付近で観測さ

れるオーロラが、太陽活動によって放出される荷電粒子（電荷を持った電子や陽子などの

粒子）と地球磁場の相互作用による気体の発光であると初めて提唱した研究者として知ら

れている。Birkelandの学説は、ヨーロッパ特に英国の研究者によって強烈な批判を受

け、長らく忘れられていたが、人工衛星による観測によって彼の予言が実証された結果、

今ではオーロラの父とも呼ばれている。その Birkelandは、コイルガンと呼ばれる電磁兵

器の特許を取り、その実用化に向けた実験も行っている。コイルガンの研究をする中で、

Birkelandは大電流の放電技術を身に着けたようである。電弧法は大気中の大電流アーク

放電を用いた窒素固定であり、雷による窒素固定と原理的に変わらない。 

電弧法が用いられたという事実は、雷による窒素固定がこの時点でヨーロッパではすで

に知られていたことになる。実は 18世紀後半に、イギリスの Joseph Priestleyは、密閉

した容器の中に水と空気を閉じ込めて電気火花を飛ばすと容器中の気体の体積が減少して

水が酸性を示すことを実験した。その後、やはりイギリスの Henry Cavendish は,この反

応によって硝酸を生成することを確かめた。つまり Birkelandの実用化の 100 年以上前に

放電による窒素酸化物生成が実験室レベルでは知られていたことになる。10)これの実用化

を考えた企業はあったが、すべて失敗に終わり、Birkelandが初めて実用化に成功した。

電弧法による窒素固定は大電力を要する方法であるため、電力が余っていたノルウェイ以

外の国でこの方法が採用されることはなかった。1905 年には石灰窒素法と呼ばれる技術

も開発されたが、電弧法と同じ理由で広く普及することはなかった。 
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窒素固定の画期的な理論が 1904年にドイツの化学者 Fritz Haberによって提唱され

た。9)高温高圧の容器の中で窒素と水素からアンモニアを製造する技術である。Haberの

実験炉は 1909年に完成し液体のアンモニアを実際に製造できることを示した。Haberの

特許を買い取ったドイツの化学会社 BASFはアンモニア製造のため、想像を絶する実験を

積み重ねた末に、1913年に日産 10トンのアンモニア製造プラントを完成させた。生産量

は 10トンと量はまだ少ないが、食糧危機を救う肥料の生産に目途がついたことになる。

現在では日産 3000トンの化学プラントが稼働するまでに至っている。食糧危機を救った

Haberの発明は 20世紀最大の発明と呼ぶ人がいるほどの高い評価を得ている。Haber自身

は 1918年にノーベル化学賞受賞の栄に浴した。また、BASFの技術者 Carl Boschも 1931

年に企業に所属する技術者として初めてノーベル化学賞を受賞している。窒素固定による

アンモニア製造技術のインパクトの強さを物語る二人のノーベル賞受賞である。 

ここで、日本における肥料の歴史を振り返って見よう。江戸時代の肥料は人糞尿と干鰯

であったという。11)世界有数の人口密集地江戸が黄害を免れたのは、人糞尿を肥料として

使用したからである。ヨーロッパにおける下水道網の敷設による黄害回避とは全く異なる

道を江戸は選んだことになる。一方、干鰯（「ひか」、「ほしか」ともいう。乾鰯とも書

く。油をしぼった鰯をほしたもの。）の供給源は銚子であった。銚子で水揚げされた鰯は

江戸に運ばれ、江戸で乾燥され肥料に使用された。このほかにも、草木の葉や茎を鮮緑の

まま耕土に鋤き込み、作物の栄養とする伝統的な緑肥も用いられていた。 

江戸の鎖国の時代が終わり明治になると、多くの日本人が公費または私費で欧米に渡

り、最新に知識と技術を日本に持ち帰った。物理、化学、数学はもちろんのこと、農業に

関する欧米の知識も逸速く日本に持ち込まれた。 

日本における化学肥料の生産と肥効試験などの研究が開始されたのは開国後の明治にな

ってからである。工部大学校(後の東京大学工学部)を卒業後、英国グラスゴー大学に３年

間留学した高峰譲吉が、実業家の渋澤栄一と共に日本初の肥料工場である東京人造肥料会

社(現日産化学)を設立したのは、1886(明治 20)年のことである。12)この時点で、肥料の

三要素が窒素、リン、カリウムであることは、すでに日本でも知られていたが、東京人造

肥料会社の製造した肥料は窒素肥料ではなかった。火山灰の多い日本の土質は酸性の傾向

が強いため、それを中和するリン酸肥料の過リン酸石灰であった。実はその数年前にアメ

リカからリン鉱石やリン酸肥料を買い付け、その肥効を確認の上での会社設立であった。 

窒素肥料では 1909(明治 42)年に熊本県水俣の日本窒素肥料(現チッソ)が石灰窒素の生

産を始め、消費者が使いやすい変成硫安までの一貫生産を行った。9)一方、宮崎県延岡に

ハーバー法とは異なるカザレー法による日本窒素肥料(現旭化成)のプラントが 1923 (大

正 12)年に完成し、アンモニアの国内初の合成に成功した。9)引き続き第 2期、第 3期の

増設が進み、日産 40トンを生産するに至った。アンモニアによる硫安の生産量は、年産

5 トンに達した。石灰窒素を作った日本窒素肥料もアンモニアを作った日本窒素肥料も、

経営を主導したのは政商として辣腕を振るった野口遵(のぐちしたがう)である。野口は、

現在のチッソ、旭化成、積水化学、積水ハウス、信越化学、マツダの経営の基礎を築き、

あるいは経営支援を行った。日本の肥料製造は、当初欧米からの輸入技術であったが、新

たな工場を建設する中で独自技術を開発し、世界をリードする肥料生産技術を確立した。 

話題をチッソ肥料の工業化から一旦離れ、日本において雷による窒素肥料合成の知識普
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及に関する歴史を振り返って見る。これはなかなか難しい問題である。本論文の冒頭に取

り上げた宮沢賢治の童話「グスコーブドリの伝記」は、1932(昭和 7)年 4月に刊行された

「児童文学」第 2号に掲載されている。その時点で、宮沢賢治は雷による窒素固定を知っ

ていたことになる。この童話には前身となる作品があるという。1922 (大正 11)年頃に執

筆された「ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記」が、それである。1922年ころに宮沢

賢治が雷による窒素固定を知っていた資料が、実は存在する。賢治は 1921(大正 10)年 12

月から 1926(大正 15)年 3月まで花巻農学校の教師を務めた。土壌や肥料の講義をしたと

いう。農学校における講義の様子を教え子長澤俊雄氏(大正 10年入学)が回想する記事が

畠山博著の「教師宮沢賢治のしごと」に記載されている。13)賢治の講義を再現するかのよ

うに畠山氏の文章を若干変えて記すと以下のようになる。 

しめなわに、細い藁を二、三本下げる風習があるでしょう。あれはね、君たち

なぜだか分かりますか。太いしめなわの本体は雲。細く下がっているのは雨を表

しています。そうして白いごへい(神社に吊るされた紙垂…しで…のこと)は稲妻

です。では、なぜここに稲妻が出てくるのでしょう。それは、稲妻によって害虫

が殺されるからです。稲妻はまた空気中の窒素を分解して、雨と一緒に徐々に徐々

に地中に染み込ませます。船橋の無線局の塔の下に麦畑があります。で、その畑

は、以前からちっとも肥料をやらなくとも麦がよく実ったのです。どうです、こ

れでその意味が分かったでしょう。 

賢治は身近な例(上の例では、しめなわ)を取り上げる講義の導入で学生の興味を喚起

し、主要部の説明が終わると現地(上の例では、船橋の無線局の下の麦畑)に学生を連れて

行くフィールドワークで締め括ったという。それが功を奏し、学生は賢治の講義を長く記

憶に留めることができたのであろう。さて、賢治はこの窒素固定の知識をどこで仕入れた

のであろう。おそらく彼が 1915 (大正 4) 年から 1918(大正 7)年まで学んだ岩手高等農林

学校(現・岩手大学農学部)においてであろうと思われるが、これは推察に過ぎない。それ

はともかく、賢治が花巻農学校の勤務を終えた 1926(大正 15)年には、雷による窒素固定

が農学校の卒業生を通してある程度知れ渡っていたことは確かであろう。 

明治の日本人は欧米の知識や技術を貪欲に吸収した。日本の肥料史の書籍や解説を読ん

でも、雷による窒素固定は取り上げられていないが、意外なところで人々に知れ渡ってい

たかもしれない。明治の人々の知識欲は驚くほど強い。明治を侮ることはできない。 

 

３.「雷の多い年は豊作」に関する言い伝えの歴史 

すでに述べたとおり、青木敬一郎氏は栃木県に伝わる天候に関することわざとして「雷

の多い年は豊作」を取り上げている。5)同氏の書籍は 1990年の出版であるが、いつ頃か

らの言い伝えなのかの記載はない。なお、青木氏の著書の中には「雷が落ちた田圃は豊

作」の句も掲載されている。これは「雷が多い年は豊作」より一歩踏み込んだ表現であ

り、まさに「雷が落ちた田圃」こそが豊作という恩恵を受けることを述べている。また、

2012年出版の西谷裕子氏の「慣用句・ことわざ・四字熟語辞典」にもやはり「雷が多い

年は豊作」の句が引用されているが、出典は明記されていない。14) 

時代を遡ると、1974(昭和 49)年に岩手県滝沢村から刊行された「農民生活変遷中心の

滝沢村史」の 4編第 1章 17節六に「俚諺、俗信」の項があり、その俗信の中に「雷の多

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8D%E3%83%8D%E3%83%A0%E3%81%AE%E4%BC%9D%E8%A8%98&action=edit&redlink=1


40 

 

い年は豊作」が収録されている。15)著者は明治 39年に滝沢村に生まれた故福田武雄氏で

ある。岩手県師範学校を卒業後、郷里の滝沢村で教育に従事された。滝沢村の小学校、中

学校の校長や滝沢村文化財調査委員長、同社会教育委員長を務められ、平成 7 年に滝沢村

で亡くなった。この滝沢村史は、2011年にデジタル化されウェブ上で閲覧可能である。

また書籍自体は滝沢市(滝沢村は 2014年に滝沢市として市制を施行した)図書館などに蔵

書されているが、国会図書館のデジタルコレクションにより閲覧することもできる。 

実は、滝沢村誌の「俚諺・俗信」の項は、それ以前に出版された「岩手郡誌」の当該箇

所の孫引きである旨が、滝沢村誌に明記されている。岩手郡誌は 1941(昭和 16)年に岩手

県教育会岩手郡支部から刊行された書籍であり、1987 年には臨川書店から複製本が刊行

されている。現在多くの大学図書館に所蔵されている岩手郡誌はこの複製本である。1941

年刊行の本を所蔵する図書館は岩手県を中心とした少数の図書館に限られる。国会図書館

のデジタルコレクッションでは閲覧可能である。さて、滝沢村誌の「雷の多い年は豊作」

をはじめとする俚諺・俗信の原典となった岩手郡誌の当該箇所を読むと、表現が異なるこ

とに気付く。岩手郡誌には「雷が多くなると豊作になる」とある。16)「多くなる」は「多

く鳴る」であろうかと思われるが、原文のままに記す。「雷が多くなると豊作になる」か

ら「雷の多い年は豊作」への変遷の理由は明らかでない。滝沢村誌が編纂された 1974年

当時、前者の表現が廃れ、後者の表現が優勢になったと思われる。この章の冒頭に掲げた

近年の例はすべて後者の表現であることからもそのように推測される。あるいは、滝沢村

誌で始めて採用された表現がその後関東各地に伝わり、標準形になったとも考えられる。 

関東、東北を離れ、関西に目を向けよう。1984(昭和 59)年から 1994(平成 6)年にかけ

て兵庫県赤穂市教育委員会は、市民主体の「赤穂民俗研究会」が失われつつあった明治か

ら昭和初期までの市井文化を丹念な取材で活字化した図書記録｢赤穂の民俗｣全 11巻を出

版した。その内、在庫切れとなった 1巻から 8巻まではウェブ上で公開されている。赤穂

の地区ごとの民俗を調べ上げた｢赤穂の民俗｣には各地区に戦前から伝わる俚諺や俗信の記

載がある。雷に関する記録は少ないものの第 3巻有年編その 1の十に｢有年の俚諺｣が記録

され、その(2)｢天候、農事に関するもの｣に｢落雷は米豊作｣の句が記載されている。17）こ

れは｢雷の多い年は豊作｣に類似することわざ、あるいは俗信と見てよいであろう。 

さらに時代を遡ると、1938（昭和 13）年に、遠州（静岡県）で発行された「農業俚諺

抄」には「秋の稲妻千石増す」との特徴的な句がある。18)また、1932(昭和 7)年発行の

｢福島県の俚諺｣に｢雷の鳴る年は豊年だ｣の句を見出すことができる。19)｢福島県の俚諺｣は

福島県師範学校が編集および発行した｢岩盤文化…郷土研究第 1輯｣の中に納められてい

る。この書籍は非売品と記されているから、一般には出回っていないと思われる。当時、

各県に設置された師範学校に配布され、それらの師範学校が戦後になって教育系学部に再

編された一部の大学の図書館に所蔵されている。この｢雷の鳴る年は豊年だ｣も｢雷が多い

年は豊作｣の先祖系と見てよいだろう。雷と農産物…米の増産を述べているからである。 

「福島県の俚諺」が発行された 1932(昭和 7)年は、宮沢賢治が花巻農学校の教師として赴

任した 1921（大正 10）年よりも後になる。そうだとすると、雷による窒素固定の知識に影

響を受けて作られた句の可能性もある。しかし、明治時代の 1910（明治 43）年まで遡れば、

少なくとも賢治の影響はないだろう。1910 年に発行された｢筑豊気象俚諺｣には、｢雷鳴多

き夏は豊作｣の俚諺がある。20)関連することわざとして、「降雪多きは豊年の兆」や「雪は
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豊年の花なりという｣もある。冬が寒く、雪の多い年は豊年であるとする句は、これ以外の

地域にも残される。冬が寒ければ夏も暑い。つまり季節ごとの特徴が顕著な年は豊作にな

るとの経験に基づいた句なのであろう。筑豊天気俚諺は福岡県一等測候所編集・発行の書

籍である。この天気俚諺には美しい文章の句が少なくない。福岡県一等測候所によって文

章に手を入れられたものと推察される。1910年の福岡ということは、｢雷鳴多き夏は豊作｣

の句は年代的にも、地域的にも宮沢賢治の影響を受けていないと断定できる。しかしなが

ら、明治人の旺盛な知識欲は、我々の常識を打ち破る勢いを持っている可能性がある。雷

による窒素固定の知識をどこかで得ていたかもしれないからである。 

19世紀に入り、1898(明治 31)年に長野県が発行した「俚言集」には天変地妖に関する俚

言が蒐集されている。雷に関する俚言も少なくない。21) 

「初秋電ノ繁キハ降霜後レ作物ニヨロシ」、「数夜ヒカルトキハ豊年」、「夏秋季東

南ニ連夜電ヲ見ルハ豊年ノ兆トス」、「稲妻多キハ豊年」、「雷鳴繁キハ豊年ノ兆」、

「夏雷多ケレバ五穀熟ス」、「雷少ナキ年ハ稲不作」、「春来ヨリ雷鳴ノ多キハ豊年

の兆」、「雷鳴少キハ凶作ナリ又地中冷ルナリ」 

長野県の「俚言集」は県内各地に伝わる天気俚言を蒐集し、編集したもので、数多くの

天気俚言が収録されている。そこに記された雷に関する句の特徴は、①表現が多彩である、

②否定を二度用いる表現もある、の 2点であろう。前者は、これらの句が一つのスタンダ

ード…特定の知識など…のもとに作られたのではなく、各地の人々の経験を基に作られた

ためと考えられる。後者の例は、「雷少ナキ年ハ稲不作」のように少ない（多くない）と不

作の否定語を二つ使って、「稲妻多キハ豊年」と同じ意味を表している。いずれにしても、

さまざまな経験を通して得られた知識を自由な発想のもとに雷の発生と作物の豊作の関係

を表現しており、興味深い。これだけ多様な表現が存在するのは、雷による窒素固定の知

識が行き渡っていなかったためと推察されるが、それも確証にならない。 

江戸時代まで遡れば、窒素固定による肥料の知識は日本になかったから、科学的知識に

よって雷が農作物の増産をもたらすと考えるのではなく、経験から農作物の収穫増を感じ、

それを表現したことになる。江戸時代の言葉は俚諺集にあるのではなく、歌舞伎の科白の

中にある。その歌舞伎は 1862年に初演された河竹黙阿弥の「勧善懲悪覗機関(かんぜんち

ょうあくのぞきからくり)」である。22)極悪非道の町医者村井長庵が主役のこの歌舞伎では、

長庵の妹そよ夫妻が毒牙にかかる。貧困の末に、一人娘を吉原に 50両で売らざるを得なく

なったそよの亭主重兵衛がその金を持って故郷に帰るのを長庵は狙って殺し、金を奪い取

る。さらに、娘会いたさに江戸に出た妹そよを手下の三次に殺すよう仕掛ける。三次がそ

よを連れて吉原を尋ねる場面、遠くに吉原の灯が見える田圃道でそよの後ろを歩く三次が

そよを切りつけようとした刀を振りかざすが、そよが振り返り、三次は慌てて刀を隠す場

面でのやり取りを見てみよう。 

 そよ「今光ったのは、何でござりますぞいな」 

 三次「ぇ、今光ったのかぇ、ありやあ稲光だ。」 

 そよ「雨が降りそうでもござりませぬのに、」 

 三次「さあ雨の降らねぇのに光るのは、豊年の証（しるし）だ。」 

そよ「左様でござりますか、稲光がござりますと、よう実が入ると申します、そ

れに今年は荒もなくよう出来ましてござります。嘸在所でも稲光で忙しい
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ことでござりませう。」 

 このやり取りは、三次もそよも雷が米の豊作に繋がることを知っている科白である。作

者の黙阿弥は記憶力の良い人であったというから、どこかで雷の効用を聞き、この科白に

使ったと想像される。「光るのは、豊年の証」の「光るの」を、そよの次の科白にある「稲

光」に代え、「証」をことわざでよく用いる「兆」に置き換えると、「稲光は豊年の兆」と

なり、しばしば耳にすることわざになる。黙阿弥はことわざを科白にしばしば用いるが、

ずばり「稲光は豊年の兆」と言っていないのは、そのような言い回しがその当時一般的で

はなかったためであろう。現代では、上の科白を組み合わせた「稲光は豊年の兆」が俗信

として「故事俗信ことわざ大辞典」に収録されている。23) 

「勧善懲悪覗機関」が初演された 1862年は、未だ鎖国中とは言え、国外から我が国に対

する働きかけが活発な時期であった。1853（嘉永 6）年には Mathew Perryが浦賀沖に来航

し、開国を迫っている。江戸幕府は、翌年に再度来航した Perryに対し、アメリカ合衆国

と日米和親条約を結び、同じ年にはイギリスと日英和親条約を、またロシア帝国とは日露

和親条約を結んでいる。欧米各国の目的は貿易の開始の要求にあったため、こうした動き

によって西欧の知識や技術が大量に流入したことはなかったようである。 

知識や技術は、それを担う人の交流によって、はじめて地域を超えて伝わる。海外から

来日したお雇い外国人や、日本から渡航した留学生が具体的な担い手である。お雇い外国

人の中で江戸初期には Jan Joostenや William Adams（三浦按針）がよく知られ、外交顧

問や技術顧問として幕府から厚遇された。Jan Joosten は貿易商として活躍し、William 

Adams は幾何学や数学、航海術、造船技術を家康やその側近に教えたと言われている。し

かし彼らは専門の違いから日本に本格的な農業技術を持ち込んだ形跡はない。もちろん、

明治開国後は多くのお雇い外国人が来日して、学問の教授や技術指導に当たった。一方、

海外渡航は 1853年に解禁されている。江戸幕府は 1862年に初めてオランダに留学生を送

り、さらにヨーロッパ各国に留学生を送り出している。それ以来、諸藩も競って留学生を

送り出した。1866年に留学のための海外渡航が幕府により許可されたため、幕末期の留学

生数は 150名を超えるまでになった。明治時代に入ると、近代化、西欧化の国策のもとに

多くに日本人が官費、あるいは私費で渡航している。その結果、明治時代の留学生数は 2

万 5000人に近かった。これらの状況から判断すると、欧米の農業知識と技術が日本にもた

らされたのは、明治の開国後であることがわかる。24)したがって、河竹黙阿弥は日本人の

経験から得られた雷に関する言葉を「勧善懲悪覗機関」の科白に使ったものと考えられる。 

さらに、江戸後期にはもう一つの文献がある。1789 (天明 6) 年に刊行され、1799(寛政

11)年まで増補が続いた松葉軒東井編の諺語辞典｢譬喩尽（たとえづくし）｣25)に「雷少なき

年は稲
いね

実入
み い り

少し」が掲載されている。長野県俚言集にある「雷少ナキ年ハ稲不作」と同じ

意味の句である。二重否定の形を使い、「雷の多い年は豊作」と同じ内容を伝えている。こ

の年代まで遡れば、窒素固定の科学的知識に影響された句でないことは明らかである。な

お、｢譬喩尽｣は高羽五郎による翻刻版を国会図書館デジタルコレクションで閲覧できる。 

 

４. 結 論 

 本論文では、現代では雷の窒素固定により収穫量が増すと解釈されている俗信、あるい

はことわざ「雷の多い年は豊作」が、科学的知識に影響されて読まれているかの検証を試
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みた。検証の方法として、雷による窒素固定の研究の歴史と「雷の多い年は豊作」の句の

ルーツを探ることとした。両者の歴史を表 1に示す。 

 「雷の多い年は豊作」は戦後に多用されているものの、戦前の表現はやや異なる。戦前

の岩手郡誌では「雷が多くなると豊作になる」が用いられている。同様に戦前の俚諺を集

めた「赤穂の民俗」は、「落雷は、米豊作」と記している。昭和初期の 1938年に、遠州（静

岡県）で発行の「土のいろ」に掲載の「農業俚諺抄」には「秋の稲光千石増す」と表現さ

れ、同時代の 1932年に発行の「福島県の俚諺」では「雷の鳴る年は豊年だ」の表現に変わ

っている。さらに遡り、明治後期の 1910年刊行の「筑豊の気象俚諺」になると、「雷多き

夏は豊作」になり、19世紀末に長野県が発行した「俚言集」には、「稲妻多キハ豊年」、「夏

雷多ケレバ五穀熟ス」、「雷少ナキ夏ハ稲不作」など、多様な表現が見られる。最後の江戸

時代の 1862年初演の歌舞伎の科白には「稲光は豊年の兆」の原型になる表現が見受けられ

る。表現は異なるものの、どの句も一様に雷と農作物の増収、特に米の増収が述べられて 

 

西 暦 ｢雷の多い年は豊作｣に類似のことわざ等 窒素の固定に関する研究・技術等 

1 7 5 2 年  ベンジャミン・フランクリン雷の実験 

18 世紀末 雷少なき年は稲実入少なし       ｢譬喩尽｣ プリーストリー、キャベンディシュの実験 

1820 年頃  ヨーロッパでチリ硝石の輸入開始 

1 8 6 2 年 稲光は豊年の兆        ｢勧善懲悪覗機関｣  

1 8 9 8 年 稲妻多キハ豊年         長野県｢俚言集｣  食糧危機に警鐘。窒素固定を緊急提案 

1 9 0 2 年  電弧法による窒素固定。雷の原理を応用 

1 9 0 4 年  F.ハーバーがアンモニア合成法を提案 

1 9 0 9 年  F.ハーバーがアンモニア合成試験に成功 

1 9 1 0 年 雷多き夏は豊作         ｢筑豊天気俚諺｣  

1 9 1 3 年  独 BASF社日産 10㌧のアンモニア生産開始 

1921 年～  宮沢賢治花巻農学校で雷の窒素固定を講義 

1 9 3 2 年 雷の鳴る年は豊年だ       ｢福島県の俚諺｣  宮沢賢治｢グスコーブドリの伝記｣を発表 

1 9 3 8 年 秋の稲妻千石増す         ｢農業俚諺抄｣  

1 9 4 1 年 雷が多くなると豊作になる      ｢岩手郡誌｣  

1 9 7 4 年 雷の多い年は豊作          ｢滝沢村誌｣  

1984 年～ 落雷は米豊作           ｢赤穂の民俗｣          

1 9 8 7 年 ｢岩手郡誌｣の複製版発刊  

1 9 9 0 年 雷の多い年は豊作   ｢栃木県のお天気ことわざ｣  

2 0 1 1 年 ｢滝沢村誌｣ウェブ版を公開  

表１ 「雷の多い年は豊作」に類似する表現の歴史と窒素固定に関する研究等の歴史 

 

いる。これらの俗信、またはことわざは、四国、中国、北陸地方と北海道を除く九州、関

西、中部、関東、東北で読まれており、広い範囲に及んでいる。また、表現が極めて多様

であることから、各地の農業従事者の経験に根差した表現であることを伺わせる。 

 「雷の多い年は豊作」のもっとも古い表現の一つ「稲光は豊年の兆」の原型となった歌
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舞伎の科白が世に出た 1862 年までに農業技術や知識がお雇い外国人によってもたらされ

た可能性は極めて少ないことはすでに述べた。さらに、日本から海外への留学生が本格化

した明治元年以前に幕府や諸藩から派遣された留学生も 1862 年以降であることから、留

学生の持ち帰った農業知識や技術情報も歌舞伎の科白に影響を与えていないと判断できる。

したがって、歌舞伎の科白は、農業従事者の経験をもとに得られた知恵、ないしは知識を

黙阿弥が借用したと判断してよいだろう。 

 表 1の左の欄に掲げた句を上から下に読むと、古いものから新しいものへと年代順の表

現を見ることができる。二番目に古い｢稲光は豊年の兆｣と次の「稲妻多キハ豊年」を比べ

ると、豊年の語が共通に用いられているほかには、特段の類似性は認められない。この傾

向は、どの 2句をとっても同じである。ただし、東北の句を並べると、ひとつの流れを見

ることができる。福島県の俚諺にある①「雷の鳴る年は豊年だ」、岩手郡誌②「雷が多くな

ると豊作になる」、そして滝沢村誌③「雷の多い年は豊作」の三つを比べてみよう。年代順

に変化を辿ってみると、①の「雷の鳴る年」と「豊年だ」が、②では「雷が多くなると」

と「豊作になる」に変わっている。③では、前半部分で①と②の表現を取り入れた「雷の

多い年」と纏め、後半は単純に「豊作」として、前二者よりも簡潔に「雷の多い年は豊作」

としている。滝沢村誌の俚諺と俗信は岩手郡誌を引用したと記述されている通り、ほとん

どの句が岩手郡誌をそのまま引用しているのに対し、この句だけには手が加えられている。

手を加えた結果、滝沢村誌の表現はむしろ福島県の俚諺に近い形に戻ってしまった。①の

「雷の鳴る年」を雷の頻度に注目した表現「雷の多い年」に代え、「豊年だ」を「豊作」と

簡略化したのが③「雷の多い年は豊作」である。①と③はどちらも１５音の句であるのに

対し、岩手郡誌の②は１８音である。わずか３音の違いであるが、「雷が多くなる年は豊作

になる」はやや冗長に感じられる。おそらく、「雷が多くなると豊作になる」は、「雷がな

る」と「豊作になる」によって、韻を踏む形にしようと考えたのであろうが、それがかえ

って全体を長く感じさせてしまったのではなかろうか。 

なお、ほぼすべての句に、「豊年」あるいは「豊作」の語があるのに対し、「農業俚諺抄」

だけは「千石増す」と具体的な数値を示している。こうした数値を用いる表現は他の地域

で継承されなかった。いずれにしろ、地域的な隔たりもあり、一つの句の表現が他の句の

表現に影響を当てた形跡は、上に述べた三つの例の関係を除けば、見られない。 

 歌舞伎の科白から作られた「稲光は豊年の兆」は、科学の知識の影響を受けた可能性が

小さいことはすでに述べたが、それ以降に詠まれた句が科学の影響を受けていないことを

証明するのは難しい。滝沢村誌によれば、明治時代までは人糞尿、厩肥（厩堆肥）が主な

肥料であったが、大正時代に入ると人造肥料、つまり化学肥料が導入されたと、記述され

ている。窒素、リン、カリの肥料三要素の知識はすでに農業従事者に知れ渡っていたと考

えてよい。しかし、肥料としての窒素肥料の知識と雷の窒素固定による窒素肥料生成の知

識は別ものである。農作物に窒素肥料が必要なことは知っていても、雷が窒素肥料を作る

ことを知らないこともある。もしも雷が窒素肥料を作ることを知っていたのであれば、ど

こかに「雷多ければ、肥いらず」などのように、直接に肥（ひ、こえ、こやし）や肥料の

言葉を読み込む句があってもよさそうであるが、そうした句は見当たらない。こうした傾

向から推察すると、江戸後期の「稲光は豊年の兆」よりも後に作られた句においても、雷

による窒素肥料生成という科学的な知識の影響を受けていないと考えてよいのではなかろ
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うか。まして、18世紀後半に読まれた「雷少なき年は稲実入少なし」に関しては、ヨーロ

ッパにおいても Priestley や Cavendishの実験が行われた時代であり、科学的な知識に基

づいて読まれ句である可能性はない。したがって、経験から生まれた句と判断できる。 

 ちなみに、肥料に関連する言葉を含むことわざとしては、「座禅組むより肥し汲め」や「堆

肥百貫米一石」などがある。前者は、農民ならば、座禅を組んで精神修行をするより、本

来の仕事である農業に欠かせない肥料、つまり肥しを汲めと言っている。後者は、具体的

な数値を並べる珍しい句である。上から読めば、堆肥百貫（375Kg）を施肥すると米一石

（150Kg） が収穫できるとなる。堆肥は、藁、ごみ、落葉、排泄物などを積み重ねて自然

に発酵・熟成させた肥料であり、古くから使われていた。それにしても大量の堆肥を必要

としたもので、驚かされる。逆に読めば、米一石を収穫することによって土の養分を消費

したのだから、その養分を堆肥百貫で補わなければならない、と解釈できる。現代でこそ、

多肥農業の危険性が叫ばれ、それによる公害が指摘されているが、日本は昔から多肥の傾

向があったのかもしれない。あるいは、堆肥の養分は少ないので、百貫も土に入れないと

米一石分の養分にならなかったのかもしれない。 

 ところで、雷によって作られる窒素肥料の量はどの程度であろうか。それは肥料として

どれほどの役割を果たしているのであろうか。それには年間の窒素固定量を見積もる必要

がある。根粒菌や微生物による生物的な窒素固定量は年間 1.8億トン、肥料製造など化学

的窒素固定量は 1.6 億トンであるとされ、26)雷による窒素固定は年間 0.03～0.1 億トン、

中間の値を取ると 500 万トンとされている。27)これ以外に、自動車のエンジンで作られる

窒素酸化物も存在する。エンジンの中は、ガソリンが爆発的に燃焼する高温の場であるか

ら窒素も安定ではいられず、酸化物を作ることはよく知られている。そうした人工起源の

窒素量は年間 1.5億トンを超えている。26）雷による窒素固定は、化学的窒素固定量の 30分

の一の量に過ぎないから、その肥料としての効果は大きくない。上に掲げた雷による窒素

固定量は地表に降り注ぐ量の推定値である。これらの窒素化合物は畑だけではなく、耕作

地のない山岳地帯にも、人の住む都会にも一様に降り注ぐから、その密度は随分と薄くな

る。地球の陸地面積は約 150×106km2である。これは 1.5×1014m2になる。一方、500万トン

は 5×1012g になるから、一平方メートル当たりに降り注ぐ窒素の量は年間 0.033g/m2に過

ぎない。農耕地の面積としてしばしば 10a（a はアールで、100m2である）が用いられる。

この面積に降る窒素量は、上の値を千倍して、33g/10a である。雷による窒素固定推定量

の上限値 0.1億トンを採用すると、この値は 2倍になり 66g/10aになる。 

 それに対して、現在の農業における窒素肥料使用料を比べてみよう。農林水産庁統計資

料「米と麦の生産費」によれば、平成 18年度の水稲作における施肥量の中で、窒素質肥料

は 7kg/10aである。新潟県の「水稲栽培指針」にある平成 17年度のコシヒカリ栽培におけ

る窒素肥料の施肥基準は、基肥に 2～3kg/10a、追肥に 1～3kg/10a である。平均しても

4.5kg/10a の窒素肥料を使っていることになる。これは最も少ない値であり、田の地質に

よってはさらに多くの窒素肥料を用いる。この施肥基準は今も変わっていない。近年は多

肥の弊害の反省から、窒素、リン、カリともに施肥量を減らす傾向にあるが、それでも窒

素肥料だけでも 10a当たり数キログラムを使用する現実がある。 

 現代農業における施肥量に比べて、雷により供給される窒素肥料の量は微々たるもので

あり、その肥効を期待することはできない。しかし、緑肥や堆肥に頼っていた時代であれ
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ば、それらの肥料から供給される窒素成分は僅かであったから、雷による窒素肥料の量は、

無視できない肥効をもたらすことは十分想像できる。特に雷が頻繁に発生する特殊な気候

の場合には、上で計算した上限値 66g/10aをはるかに超える窒素肥料が空から降り注ぐ可

能性がある。しかも、夏の雷の多くは熱雷といい、高温、快晴時の上昇気流によって引き

起こされるから、天候も稲の生育に適した条件である。そうした場合には、「雷の多い年は

豊作」を農業従事者が実感することは珍しくないはずである。つまり、雷による窒素固定

の知識がない場合にも、雷の恩恵を後世に言い伝えることができたのである。 

 最後に、「雷の多い年は豊作」の句の分類に関する問題を取り上げる。北村孝一氏の「故

事俗信ことわざ大辞典」には、「稲光は豊年の兆」をはじめとする本論文で取り上げたいく

つかの句をすべて俗信に分類する。23)また、時田昌瑞氏の「岩波ことわざ辞典」で、稲妻、

稲光、雷、豊作、豊年、落雷などの語を検索して、ヒットするのは「地震雷火事親父」の

みである。28)つまり、両辞書では「雷の多い年は豊作」から「稲光は豊年の兆」に至る句

は、ことわざと認知されていない。俗信の意味を広辞苑で引くと、「民衆の間で行われる宗

教的な慣行・風習、呪術・占い・まじない、幽霊・妖怪の概念など。このうち、実際に社

会に対して害毒を及ぼすものを迷信といって区別する場合もある。」とある。北村氏の俗信

の分類基準が広辞苑の意味に従っているとは思えない。むしろ、科学的に十分に検証でき

ない、あるいは人情の機微に触れていない民間の伝承を俗信と分類したものと想像される。 

 そうした俗信には天気俚言も含まれる。天気俚諺は、ある特定の地域・地形に特有の言

い伝えであったり、科学的信憑性のないものであったりと、一般性を持たない内容がしば

しば見受けられる。科学的根拠に乏しく、一般性を持たない言い伝えを著者は俗信と定義

する。江戸時代から言い伝えられてきた「雷の多い年は豊作」も科学的根拠のない天気俚

言と見做され、俗信に分類されたのであろう。天気俚言の中には、人々の言い伝えが後に

科学的にも正当性を持つ理由からことわざの仲間入りをした句がある。「秋の夕焼け鎌を

研げ」がそれである。29)天候は西から東へと変わるから、西空の夕焼けは明日の晴天を予

兆する、だから明日の農作業の準備に釜を研いでおけ、と教える。昔の人は天候が西から

東に変わるという知識を必ずしも持ち合わせていなかったであろうが、経験からこの句を

読み、それが各地に言い伝えられてきた。江戸時代の「雷少ない年は稲実入少なし」から

現代の「雷の多い年は豊作」に至る多くの句も、「秋の夕焼け」と同じ事情にある。それら

の句を読んだ人々は、経験をもとにしていたであろうが、その内容は雷による窒素固定と

いう科学的知識によって、理由が裏付けられている。「雷少ない年は稲実入少なし」から「雷

の多い年は豊作」に至る雷の頻度と農作物の収穫増の関係を読んだ句を、俗信という呪縛

から解き放ち、ことわざの仲間入りをさせるよう主張したい。 
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