
エイゴという同じ言葉を話す人たちの間でも、住み
育った場所が違えば文化も生活も考え方も違うのは当
然というのは、感覚的には分かっていた。しかしここ
数年のいくつかの出来事により、まだまだ私の見方が
浅かったことを自覚した。最近私が驚愕した出来事を
淡々と以下記すこととする。

1お国、違えば
（１）インドで

先月の続きという訳ではないが、冒頭またもや
ADB（アジア開発銀行）スタッフの話である。今回
は幹部M氏に登場してもらう。最近のCOVID-19の
感染拡大により、ADB職員は基本的に自宅勤務とな
り、M氏も故郷のインド（デリー北方）の実家から
の勤務となっていた。ある日彼から電話があって、

「外に出れないのは辛い」「ヒマラヤは見えるかい？」
「いつもは見えないヒマラヤが、今は青空の向こうに
綺麗に見えるよー」といった四方山話をしていた時、
つい軽い調子で、聞いた。「人通りが減った英国では、
野生のヤギが街に出てきているってニュースで見たけ
ど、インドだと孔雀でも出てくるかい？」答えは、予
想外だった。あくまでも落ち着いた風に、多分微笑み
を浮かべながら、彼は言った。「実は今、俺の庭で」
ここで息を吸った。「タイガーがうろうろしている。」
と、虎？「森から出てきたんだろう。いやー、危ない
危ない。ははははは。」

彼の余りの落ち着きぶりに、こちらが冷静さを失っ
た。「それは、た、確かに、危ないなあ」と陳腐なこ
とを言い、更に「窓に、カギはかけたのか」と余計な
お世話を続けた。そして、少しは気の利いたことを言
おうと思って、「と、虎は、ウイルスよりも危ない
じゃないか」と、比較不可能な2つを較べてしまった。

それから数日が過ぎ、こちらから様子を聞いた。

「あの後、虎はどうなった？」「結局森林警備隊に頼ん
で、麻酔銃を使って捕獲してもらった。希少動物なの
で、殺してはいけない。森に戻した後、まだこの家に
は顔を出さないよ。」

そうか。タイガーウッズという人がいるが、虎は森
に戻るのだな、と思っていた。

この原稿を書くにあたり、写真を送ってもらって、
虎の姿を拝ませてもらった。

違うぞこれは。どう見
てもトラでは無い。ヒョ
ウだ。

M氏に即時指摘した。
彼は言った。「いやー、
あの時は慌てていたので
気づかなかったが、確か
にヒョウかもしれない
な。ははははは。」あの
時は、全く慌てているよ
うには見えなかったが。

生活は人を変える。ト
ラとヒョウの差に無頓着

になるのも分かる気もする。同じネコ科ヒョウ属だそ
うで、差は紙一重（？）。まあいいか。

（２）南アフリカで
昨年12月、マダガスカルに出張の用務があり、往

路ヨハネスブルク（南アフリカ）で飛行機を乗り換え
た。南アフリカの空港に来れば、ラグビーワールド
カップ優勝チームのシャツを買わねばならない。同行
の仲間を全て置いて、単身土産物系シャツ屋に飛び込
んだ。あった。例の緑と黄色の公式シャツが、一杯あ
る。ところが。

どうもサイズが見慣れない。最初のは3XL。隣が

新・エイゴは、辛いよ。
大矢  俊雄

― 第二回　異国でのびっくり編 ―
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4XL。その隣はついに5XL。
普通、日本で見るのはかなり大きめのシャツで

XXLである。5XLだとそれより3段階大きい。無意味
に身体に当ててみたが、私の膝まで隠れた。

XXLより小さいサイズをなかなか見つけられない。
そして5XLのほうがXXLより数が多い。長袖Mサイ
ズが1つだけあった。着てみると、これも袖が手の拳
を隠すほど長い。大変な屈辱だったが、店員に「Sサ
イズはあるか」と控えめな目線で尋ねた。そういう客
は来たことが無かったのだろう。2人がかりで、他の
客そっちのけで探してくれた。5分後に、1つだけS
が見つかった。丁重に礼を述べ、シャツを買った。

この店でつくづく感じたことがある。これは、とて
も勝てない。ラグビーの話である。

4XLや5XLが普通の国民である。母体が違う。中
でもラガーマンは選りすぐりの「5XL中の5XL」で
ある。わが桜ジャパンは、本当によく戦った。この南
アフリカの選手たちの標的にされ徹底的にタックルさ
れたスタンドオフの田村さん、貴方はよく耐えた。ラ
インアウトでボールを入れたフッカーの堀江さん、
時々ボールを南アフリカに奪われるたびにTVの前で
シャウトしてごめんなさい。反省しています。この体
格、この手の長さの人たちを相手にするのは、さぞス
トレスもあったことでしょう。身体にも、心にも。

たった2時間の滞在だったが、南アフリカで少しだ
け日本に思いを馳せた。そして、少し謙虚になった。

（３）フィリピンで
もう少し、マニラの話をさせて欲しい。インドや南ア

フリカと同じく、フィリピンでもエイゴは複数の公用語
のうちの1つである。その点コミュニケーションが楽だ
しフィリピンの国民性故に明るく話が弾むのが常なの
だが、密な距離で長い時間を共に過ごすのに緊張と絶
対的な沈黙が支配する場がある。

マニラ近郊の、私が住んでいた地域からほど近い、
とあるゴルフ練習場。ボールが自動的に出てくること
は無いだろうなあとは思っていたが、自動だった。い
や正確には手動による自動である。何を言っているの
か分からないと思うので、右上の写真を見て欲しい。

要するに、若い従業員男性が、客がボールを打つた
びに、次のボールを手で置いてくれるのである。客が

ボールを打つ時も、手を
引くだけで、その場を基
本的に動かない。

これは、緊張する。も
しクラブの変な所に当
たってボールが真右に飛
んだらどうしよう。彼を守
るものは、何も無いのだ。

本番の緊張感で練習し
たいという向きには良い

が、緊張の種類が違う気がする。どうしても思い切り
振れない。

ゴム製のボール置きを使えば良いではないかと言っ
てはいけない。これも若年層の貴重な収入源のはずで
ある。45分間同じ時を過ごしたのに一言も口を利か
なかった。いや、緊張して、口を利けなかった。相応
の心づけを渡し、一言Thank youと言った時、何故
だかとても安堵した。

2お国、違えども
（１）海の向こうでまた会えた

自分の住んでいるところから遠く離れた国で、見慣
れたものを見つけると嬉しいものである。上に書いた
南アフリカでの乗り換えの後、マダガスカルに行っ
た。出張先のニッケル工場の近くで、街路で競うが如
く咲き誇り、青空に朱紅を際立たせる鮮やかな花を見
つけた。それは、マニラに住んでいた時に春から夏に
かけて街中で咲いていた、Fire Treeと呼ばれる樹木
そのものである。何故こんなに遠いアフリカに？

マダガスカルで咲き誇るFire Tree（白黒ですみません）

その後、工場の中を歩いていて、現地の人が挨拶を
しているのを聞いて、また驚いた。「こんにちは」と

見るだけで緊張しませんか？
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言う時、「サラマー」（Salama）と言っている。タガ
ログ語で「ありがとう」のことを「Salamat」と言い、
発音も極めて似ている。意味は若干違うが、いずれも
挨拶の言葉である。

フィリピンとマダガスカルは起源を1つにするので
はないかというのが無謀な直観だったが、それは当た
りだった。マダガスカルは大きな島だが、8800万年
前にインドあたりの大陸から分かれて大移動したらし
い。従って生態的にはアフリカよりアジアに近い。更
に、民族的には、紀元前5世紀あたりにボルネオ島か
ら移住してきた人たちが今のマダガスカル人の祖先だ
という。言語はマレー語に近く、マレー語と近似性の
強いタガログ語と語彙が近いのも頷ける。言葉はアジ
ア産、しかしFire Treeは逆にマダガスカル原産と言
うから驚く。

自分はマニラの部屋の窓から毎日マダガスカル原産
の花を見ていたのか、と不思議な気分になる。そし
て、今はこのアフリカ大陸沖の島で、久しぶりに夏の
マニラを歩く幸せな気持ちに浸れるのだ。

（２）飛行機の中で（日本の映画）
出張の時に乗る飛行機の中では、行きは会議資料読

み、帰りは出張報告の作成か寝るかで、映画はほとん
ど見ない。しかし、1つ例外がある。「君の名は。」は
上映リストに載っていた時は常に見ていた。内容もさ
ることながら、エイゴの字幕が秀逸である。何しろ映
画の挿入歌全てにも英訳が付く。「pre-pre-previous 
life」という字幕には恐れ入った。セリフも、「うぬぼ
れんといて」はDo not be full of yourself, 「お姉ちゃ
ん今日はやばいわ」はShe lost it. こういう「切れる」
エイゴが次々に出る。これは良いという表現は書き留
めておいたので、私の英単語帳は「どうせ、もしもの
妄想やろ」「この町、濃すぎるし」「来世はイケメン男
子にして下さい」等の日常生活で使うことが考えられ
ないフレーズで一杯である。この字幕のお蔭か、この
映画は各国の乗客に好評のようで、シンガポール航空
でもトルコ航空でも見ることが出来た。

最も新鮮な驚きを感じたのは2018年秋にアフリカ
に向かう仏系航空会社の機内での映画である。私は、
往路ということもあり、ひたすら書類を読んでいた。
私は、横に2－2－2の座席配列の左から3つ目の通

路側に座っていたのだが、通路を挟んだ左側のアフリ
カ人乗客（大男）が人目もはばからず涙を流し始めた
のが目に入り、仕事どころではなくなった。ちらちら
横目で見ると、彼のモニターでやっている映画は

「Shoplifters」。安藤サクラさんが出ている。ああ、万
引き家族のことか、と納得したその瞬間、私の右隣り
の大男も泣き始めた。こっちは本当に距離が近い。肩
をわなわなさせて泣いている。やはり同じ映画だ。要
するに、2人の現地系の大男の乗客が、映画を見てい
ない日本人を挟んで、日本の映画を見て感動して同時
に泣いているのである。何故か非常に肩身が狭い。し
かしどうしてここでこの映画が？と思って機内誌の映
画リストを見て、合点が行った。「万引き家族」はカ
ンヌ映画祭の最高賞のパルム・ドールを獲得したの
で、この機内の最高お薦め映画だったのである。この
2人はこのお薦めに大いに満足したに違いない。日本
人として深い幸せと誇りを感じ、今更ながら冒頭15
分だけ見たが時すでに遅く着陸が近づいてきた。帰り
の機中で精神を集中させて見ようと思ったが、仕事と
時差でくたびれ果てて熟睡してしまった。結局今日に
至るまで最初の15分しか見ていない。いったい彼ら
がどこで泣いたのか、まだ謎のままである。是枝監
督、本当に申し訳ありません。

3お国、違うので
以下は、同じエイゴという言葉をしゃべるのにどう

してこんなにエイゴ表現について複雑怪奇な地域間相
違が生ずるのか、という話である。またもやADBの
元同僚が登場するが、それはここで全く本質的な問題
ではない。

ADBのとあるオーストラリア人幹部は、毎日平均2
回「Call a spade a spade !」と言う。これはコピペ
のミスではなく、「スペードをスペードと呼ぶ」とい
うことである。多分初めての人にはそれでも何を言っ
ているのか分からないと思う。一種の英語のことわざ
で、「言いたいことを率直にそのまま言う」という意
味で使われる。「スペード」とは鋤（スキ、土を掘り
起こすのに使うもの）のことである。

ところが。
ある日、ADBで、当時の部下の米国テキサス州出

身の大男にこの話をしたら、本当に顔が青ざめてき
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た。どうした、と聞いたら、「その表現はテキサスで
は殆ど犯罪だ」と言う。何故？
「スペードはトランプのスペードの色を連想させる。

だから。。。」人種的な問題を想起させるのだと言う。
なるほどと思った。そうなると、これはテキサスより
広がりを持つ問題かどうかが重要になってくる。
Sensitiveな意味を持つとすると、自分も気を付けな
ければならない。

今度はランチの時にADBのスコットランド人に聞
いてみた。すると瞬時、まったくテキサス人と同じ速
度で、青ざめた。「それは、スコットランドでは殆ど
犯罪だ。」It is almost a crimeという表現も全く同じ
だった。そうなると、豪米英と来たから、次はNZだ。
NZ人の同僚に聞いてみた。「は？俺は毎日のように
使ってるけどそれがどうした？」やはりオーストラリ
ア人と同じか。

こうした問題には気を付けなければならない。無知
無意識が人の感情を傷つけることは避けなければなら
ない。後はオーストラリア人・NZ人の仲間に注意喚
起すべきかという問題が残る。しかし非エイゴ国民の
私が言うのもなあ、と思いつつ時は過ぎていった。そ
してADBを去り、帰国し、最近またマニラ出張の機
会を得た際、ADBのイングランド出身の幹部に聞い
てみた。「ロンドンでは全然問題ない。」え？？？ス
コットランドでは駄目なのに、ロンドンなら良いの？

「スペードは、単なるシャベルだ。俺たちは心からそ
う思っている。シャベルをシャベルと言っているだけ
だ。」まあ、そう言われると。。。しかし同じ英国なの
に。。。

もちろん見解には個人差があり、同じ国でも違う意
見の人もいる筈である。今年3月にオーストラリアの
外務省に行った際、ある課長さんにこの表現を使うか
聞いてみた。「普通に使っているけど、何故？」当方
の説明を聞いて、こう言った。「なるほど。そう言わ
れてみれば気を付けないといけないかもね。」これで、
少なくとも大枠としては、豪・NZ・イングランドvs
テキサス・スコットランドの図式かと思われた。とこ
ろが。

キャンベラの街で送り迎えしてくれた運転手さん
（もちろんオーストラリア人）に同じ話をした。そし
て、「この国でも、スペードは単にシャベル？」と聞

いた。すると、色をなして猛烈に言ってきた。「違う。」
え？　「シャベルは、こう、先の方が尖っている。ス
ペードは幅が細くて、刃の先端が直線だ。土を強く掘
るならスペードだ。シャベルと一緒にしないでくれ。」
そっちで来るか。。。何か幼少時の思い入れがあるの
か、延々と力強くスペードの独自性について語られ
た。

いずれにしても、ここで、イングランドと豪の間に
重要な亀裂が入った。

Call a spade a spade。不定冠詞を含めたった3つ
の語で、ここまでエイゴ圏の人たちの間の違いを浮き
彫りにする表現は無いのではないか。ちなみに、フラ
ンス語では「猫を猫と呼ぶ」イタリアとスペインでは

「ワインをワインと呼ぶ」という表現があるそうだが、
これはこれで生活において何が大事かについての国民
性の反映と推測され、分かりやすい。

とすると、エイゴ国民にはやはりスペードは大事な
ものなのだろうか。複雑で微妙な問題をはらむので、
話題にする時は注意が必要だし、誤解を生む可能性が
ある以上、こちらからは使わない方が良いと思う。し
かし、この言い回しは、突き詰めると深い話があるか
もしれない。

エイゴは、むずかしいね。
（次号に続く）

 ファイナンス　2020 Jun. 39

新・エイゴは、辛いよ。

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｔ


